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【バレエ】緑間玲貴 リアルタイム無観客WEB公演
『トコイリヤ ARt MOViEng』開催決定！
沖縄県が生んだバレエ・アーティスト 緑間玲貴

沖縄県出身のバレエ・アーティスト 緑間玲貴が代表理事の一般社団法人 ト
コイリヤ・ソサエティーは、時勢柄開催不可となったバレエ公演に代わる
無観客劇場公演のリアルタイム配信と新規撮影からなる舞踊映像作品を WEB
配信する新企画「トコイリヤ ARt MOViEng」を、2020 年 7 月 23 日
(木・祝)に開催することをお知らせいたします。
また、政府のソーシャルディスタンス指針に基づいた観客動員型公演を 7 月
24 日(金・祝)、25 日(土)に開催いたします。

「トコイリヤ ARt MOViEng 」ロゴイメージ

URL： http://tokoiriya.com

『芸術の灯は消せない。』
仲程長治監督と緑間玲貴の融合で産まれるバレエ芸術の新境地。
完全撮り下ろし映像と劇場からの生配信
そして、新環境下の劇場にてバレエ公演を開催。

【趣旨】
本企画は、感染症拡大防止の為、世界中の全ての舞台芸術公演が中止になっていることを背景
とし、トコイリヤのバレエ公演も開催中止を余儀なくされたことを発端に、『芸術の灯は消せ
ない。』をスローガンにかかげ、「トコイリヤ・アートムーヴィング」と題し、通常公演に代
えて新規制作の舞踊映像収録作品の配信と劇場からのリアルタイム配信、そして政府のソーシ
ャルディスタンス指針に沿った観客動員型劇場公演を行うものです。また、この活動の趣旨と
目的を、より多くの人に届けるべく、クラウドファンディング形式での支援呼びかけと鑑賞券
の販売を並行して行い、通常の劇場公演活動とは異なる新たな観客層の創出と繋がりを模索致
します。

【トコイリヤについて】
沖縄出身のバレエ・アーティスト緑間玲貴を中心に構成しているバレエ公演企画「トコイリ
ヤ」は、バレエ、琉球舞踊、日本古来の巫女舞、観音舞などの各舞踊に共通する「眞・善・
美・愛」の世界観を基に、新たな世界観を生みだす舞踊作品を継続的に創造することを追求
し、国内外への発信をしています。
2015 年 5 月の東京初演が成功し、2016 年 1 月に沖縄の自然の洞窟「ガンガラーの谷」で
第 2 回公演を開催。独自の世界観に反響が広がり、同年 6 月に再演を果たしました。その
後、第 4 回東京公演、第 5 回東京 2 日間連続公演と活動を重ねており、支持者を大きく増や
し好評を得ています。

【ARt MOViEng(アートムーヴィング)とは】
ART＋AR＋MOVIE＋MOVING を合わせた新しい言葉です。
・ART(芸術)

・AUGMENTED REALITY(拡張現実感)

・MOVIE(映像) ・MOVE(動く)
・MOVING(感動を呼び起こす・引越)

【トコイリヤ・アートムーヴィング内容】
本企画は、舞踊映像の WEB 配信（23 日）と、
観客動員型劇場公演（２４、２５日）の、2 本立。
(1)緑間玲貴バレエ作品集「トコイリヤ」の映像(収録＆ライブ)を全世界へ配信します。
沖縄・大阪・愛知で事前に収録した新規制作映像と、劇場からの生配信を組み合わせた映像作
品を WEB 配信。（２３日）
(2)新たな鑑賞形式による劇場バレエ公演「トコイリヤ」を開催します。（24、２５日）
政府と公文協の劇場再開ガイドラインに基づき、ソーシャルディスタンス、安心・安全を確保
した劇場にて、お客様の前で公演を行います。

緑間 玲貴 イメージ

前田奈美甫 イメージ

【開催概要】
イベント名：「トコイリヤ ARt MOViEng」
読み方

：トコイリヤ

アートムーヴィング

無観客ライブ配信日時：2020 年 7 月 23 日(木・祝) 19 時
使用動画サイト

：Vimeo または YouTube を検討中

料金

：3,000 円〜(以下、金額表参照)

無観客ライブ配信

劇場公演日時：7 月 24 日 (金・祝) 18 時開演
25 日 (土)
公演名

15 時開演

：バレエ・アーティスト緑間玲貴バレエ公演
「トコイリヤ RYOKI to AI vol.6」

読み方

：トコイリヤリョウキトゥ エーアイ ヴォリュームシックス

入場料

：10,000 円

販売予定枚数：各 100 席限定
(政府と公文協のガイドラインに基づく座席設定を遵守する。)
映像配信拠点・公演会場：宜野座村文化センター『がらまんホール』(沖縄県宜野座村)
総合演出・振付・構成：緑間玲貴
映像監督
出演者

：仲程長治
：緑間玲貴 前田奈美甫
上杉真由 柳元美香 平敷勇也 犬養憲子
引地史恵 關口奈美
中山伸子 石山和佳 井上麗子
儀間紋莉 菊川乙音

音楽

：川満睦 金城吏美 加納由美

発売日

：6/14(日)発売開始

チケット販売窓口：緑間玲貴 WEB サイト ( https://ryoki-midorima.com/ )
トコイリヤ WEB サイト( https://www.tokoiriya.com/ )
主催

：一般社団法人 トコイリヤ・ソサエティー

共催

：宜野座村文化のまちづくり事業実行委員会

協力

：宜野座村

【料金について】
・7 月 23 日 アートムーヴィング(WEB 配信)の料金ついて
2 つの料金コースの設定を設け、活動の応援者に支援を求める形をとりつつ 3,000 円を基準に販売を予定し
ています。

・観て応援！Big Fan コース
◇3,000 円

WEB 配信鑑賞 URL

◇10,000 円

WEB 配信鑑賞 URL＋パンフレット

◇30,000 円

WEB 配信鑑賞 URL＋パンフレット＋トコイリヤ vol.7 A 席チケット
(A 席から S 席へのアップグレード可)

・観て支援！Big Fanʼs FUND SUPPORT コース
◇50,000 円
WEB 配信鑑賞 URL＋パンフレット＋トコイリヤ vol.7 A 席チケット＋賛助会費 1 年分
(A 席から S 席へのアップグレード可)
◇100,000 円

WEB 配信鑑賞 URL＋パンフレット＋トコイリヤ vol.7 招待券＋賛助会費 1 年分

◇1,000,000 円 WEB 配信鑑賞 URL＋パンフレット＋トコイリヤ vol.7 招待券＋賛助会費 1 年分

【一般社団法人 トコイリヤ・ソサエティーについて】
本社

： 〒902-0067 沖縄県那覇市安里 1-1-5 りゅうきゅうプライム 1002

代表者： 緑間玲貴
URL

： http://www.ryoki-midorima.com/

Mail

： tokoiriya.society@gmail.com

【画像について】
jpeg データがあります。お問い合わせ下さい。

【本件に関するお問合せ】
一般社団法人 トコイリヤ・ソサエティー
TEL ： 090-8876-6333（銀財）
FAX ： 03-6206-9163
Mail： tokoiriya.society@gmail.com

