PRESS RELEASE
2017（平成 29）年 10 月吉日
読売新聞東京本社
株式会社パルコ

奇想天外摩訶不思議。魅惑の踊りと妙なる調べ
ダンスパフォーマンス集団「東京ゲゲゲイ」最新作公演！

「東京ゲゲゲイ歌劇団」
キテレツメンタルワールド vol.2
◆2018 年 1 月 17 日（水）〜21 日（日）◆

東京・よみうり大手町ホール

株式会社パルコ（本部：東京渋谷区、代表執行役社長：牧山浩三）は、読売新聞社と共催し、
ストリートダンス界から初めて日本ダンスフォーラム賞を受賞した注目のダンサー・クリエーター、
牧宗孝（ニックネーム: MIKEY マイキー）率いるダンスパフォーマンス集団、東京ゲゲゲイの
最新作公演「東京ゲゲゲイ歌劇団 キテレツメンタルワールド vol.2」を 2018 年 1 月 17 日（水）
から 1 月 21 日（日）の 5 日間、東京・大手町のよみうり大手町ホールで開催します。
最新作「東京ゲゲゲイ歌劇団 キテレツメンタルワールド vol.2」は、昨年 11 月に初演し大好評を
博した「東京ゲゲゲイ歌劇団」の第 2 弾。
リーダー、牧宗孝が創り出す独特な世界観から
生まれる「キテレツメンタルワールド」がさらに
パワーアップ。音楽家としてもマルチに活躍する
牧宗孝の新しいオリジナル楽曲もふんだんに使用
し、歌と踊りの一大レビューショーを繰り広げ
ます。
キレのある圧倒的なパフォーマンスで”歌と踊
りの桃源郷“にあなたを誘う、「東京ゲゲゲイ
歌劇団 キテレツメンタルワールド vol.2」。21
世紀のグランドレビューと称するにふさわしい、
圧巻のパフォーミング・アーツ公演にご期待
by ARI SAK
ください！
東京ゲゲゲイ
加藤ミリヤ、BoA、Crystal Kay、MISIA らの振付・バックダンサーとして活躍し、カリスマ性と
独自の世界観を放つ MIKEY（マイキー）こと牧宗孝が、主婦の BOW、ヨガ講師の MARIE、現役
女子大生の MIKU、美少女 YUYU の 4 人と結成したダンスパフォーマンス集団。「ゲゲゲイ歌劇団」
は初の単独公演を 2016 年に実施、全 9 回公演 SOLD OUT（@東京芸術劇場シアターウエスト）。
2017 年 8 月に発表した PV『ゲゲゲイの鬼太郎』は再生回数が 2 週間強で 300 万回を超え、9 月に
は初の北米公演を実施。リーダー牧宗孝の創り出すキテレツメンタルワールドは、一度見たものを
虜にする独自の魅力を放ち、拡散し続ける。
■ 報道に関するお問い合わせ
パブリシティ担当: 左近充（サコンジュウ） TEL: 090-8026-1390
■ 公演に関するお問い合わせ ㈱パルコ エンタテインメント事業部
担当: 中西、大川 TEL: 03-3477-5857
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＜公演概要＞
◆公演名：東京ゲゲゲイ歌劇団

キテレツメンタルワールド vol.2

◆会

場：よみうり大手町ホール（千代田区大手町１－７－１ 読売新聞東京本社ビル内）

◆日

時：2018 年 1 月 17 日（水）〜21 日（日）
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☆公演は、年齢制限なし、親子ペアチケットの方にお子様割引あり

主
制

催
作 協 力

チケット発売日

読売新聞社、（株）パルコ
エフ・スクエア
一般 11 月 25 日（土）
先行

10 月中旬予定（詳細は、HP にて近々発表）

チケット料金（全席指定、税込）
一般

5,800 円

U25 チケット 4,500 円
（観劇時 25 歳以下対象、当日指定席券引換え・要身分証・チケットぴあ前売り販売のみ取扱）
４歳未満入場不可（ただし 18 日（木）15 時と 20 日（土）17 時の２回公演に限り年齢制限はござい
ません。お子様割引がございます）

親子ペアチケット

9,800 円（チケットぴあのみ取扱）

18 日（木）15 時と 20 日（土）17 時の両公演に限り、親子ペアチケットの販売がございます。
一般の方が、中学生以下のお子様を 1 名同伴される場合に限り、親子ペアチケット料金 9,800 円でご購入
いただけます。（同伴のお子様 1 名が 4,000 円の割引料金）

お問い合わせ先
パルコステージ 03-3477-5858（月〜土 11:00〜19:00/日・祝 11:00〜15:00）
http://www.parco-play.com/
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〜芸術とエンターテイメントを自在に操る奇想天外な世界観〜
http://tokyogegegay.com/
リーダー 牧 宗孝(まき むねたか)が、
主婦の BOW、
ヨガ講師の MARIE、
現役大学生の MIKU、
美少女 YUYU らの女性陣４人と
結成したダンスパフォーマンス集団。
2013 年
テレビ東京の深夜番組、「DANCE@TV」内のダンスコンテストに挑戦するべく、MIKEY が選抜したダ
ンサーで結成。独特な世界観から作られるダンス作品は「キテレツメンタルワールド」と名付けられ、
審査員のテリー伊藤氏も絶賛。歴代最高得点で優勝しデビューを果たす。
2014 年
自主制作した日本エレキテル連合のパロディ動画が YouTube で 70 万再生を超え、テレビ番組でも
紹介される。その後、本家日本エレキテル連合とも共演。
2015 年
国際交流基金アジアセンターとパルコが主催する、ストリートダンスで日本とアジアをつなぐ国際企画
「DANCE DANCE ASIA」（DDA）に参加。フィリピンとタイで公演を実施。バンコクで現地の
人気ダンスカンパニーとの共演や東南アジア最大のスラム街クロントイに住む子供たちとの
コラボレーションも行い、国境を超えたダンス交流を行う。
ONE OK ROCK “The Way Back”のミュージックビデオを YUYU が振付、MARIE、MIKU もダンサー
として出演。当代の最高峰のダンサーで作り上げられた進化系ダンス・エンターテイメント
「アスタリスク〜女神の光〜」（演出：牧宗孝）に出演。
12 月、音楽劇「ライチ☆光クラブ」では、その才能に魅了された演出家河原雅彦氏に指名され、
パフォーマンス演出で参加。グロテスクで官能的なパフォーマンスを作り上げ、古屋兎丸作品の魅力を
見事に立ち昇らせ絶賛される。
2016 年
ナインティナイン岡村隆史の「今年ブレイクまちがいなしの注目アーティスト」としてフジテレビ元旦
のバラエティ番組「爆笑ヒットパレード」に出演。
第 10 回日本ダンスフォーラム賞受賞（森山未來とダブル受賞）。歴代受賞者はコンテンポラリー
ダンス界からの選出だが、東京ゲゲゲイは、DDA など国内外での活躍が評価され、ストリート
ダンス界からの初受賞となった。前年に続き二度目となる「アスタリスク〜Goodbye, Snow White〜」
に出演し、進化系ダンスチームとして増々注目を集める。
11 月に東京芸術劇場シアターウエストで開催された初の劇団単独公演は即完売、大成功を収めた。

2017 年
８月に UP した PV『ゲゲゲイの鬼太郎』は２週間強で再生回数が 300 万回を超え、 9 月には

サンフランシスコで開催される J-POP SUMMIT に招待され初の北米公演を実施。11 月には
パルコプロデュース『ロッキー・ホラー・ショー』に出演する。
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牧宗孝(まき むねたか)
ダンスチーム「東京ゲゲゲイ」のリーダー。
ニックネーム MIKEY（マイキー）。
パフォーマー、振付師、演出家、音楽家。
3 歳から様々な日本舞踊や和楽器を学び、19 歳で MISIA が
所属する音楽レーベル、リズメディア開催の 10 代限定
オーディションに参加、3 万人の中からグランプリを獲得。
メジャーデビューを目指すが、自身がセクシャル
マイノリティであることと事務所の方針との乖離に悩み
断念。それ以来、歌は封印し、ストリートダンサーとして
独学でダンスを始めゲイをカミングアウトし、ゲイ
カルチャーにインスパイアされた奇抜なスタイルへと変貌を
とげ、ダンス界から注目を浴び始める。テレビ番組
「スーパーチャンプル」にてベストパフォーマンス賞を受賞、
ロサンジェルスの人気ダンスイベント「カーニバル」にて
ゲスト・パフォーマンスを披露。
2011 年、MISIA の全国ツアーの振付を手がけ、フロントアクトとして歌も披露。
2015 年 5 月、PARCO 主催、東京国際フォーラムにて「アスタリスク〜女神の光〜」の演出・脚本・
振付・音楽を手がけ全公演完売、エンターテイメント界注目の公演を創り上げる。同年 12 月、
演出家河原雅彦の依頼により残酷歌劇「ライチ☆光クラブ」でパフォーマンス演出を手がけ、
テーマソングも書き下ろし原作者古屋兎丸にも絶賛された。
2016 年 5 月開催の「アスタリスク〜Goodbye, Snow White〜」は、中村うさぎ原作書き下ろし
による新釈・白雪姫を牧宗孝が演出・振付・音楽を手がけ、主演。
2016 年秋から冬にかけて、DANCE DANCE ASIA で、クリエーターとして日本とアジアの共同
企画に『BLACK LIP BOYZ』を振付演出、アジアツアーも実施した。
また、中国や台湾などアジア圏でダンスワークショップを開催。多くのダンサーが受講する人気
プログラムとなっている。
2017 年度ストリートダンス界から初めてセゾン文化財団のジュニアフェローに決定。 ９月に
サンフランシスコで開催される J-POP サミットに招待され初の北米公演を実施。１１月に上演
される『ロッキー・ホラー・ショー』で振付を担当する。

＜アーチスト・コントリビューション実績＞
振付/ MISIA、加藤ミリヤ、BoA、クリスタル ケイ
コンサートツアー振付/ MISIA、加藤ミリヤ
サポートダンサー/ MISIA、倖田來未、クリスタル ケイ
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東京ゲゲゲイ歌劇団
キテレツメンタルワールド vol.2
松本、大阪公演決定！
＜松本公演概要＞
■日時
2018 年 1 月 13 日（土)18 時開演
■会場
まつもと市民芸術館 主ホール（長野県松本市深志 3-10-1）
■主催
一般財団法人松本市芸術文化振興財団 abn 長野朝日放送
■企画・製作（株）パルコ
■制作
エフ・スクエア
■料金
一般:4,500 円/U18: 3,000 円（全席指定､税込み/当日 500 円増し)
※未就学児入場不可
※U18（18 歳以下）チケットは当日年齢確認証提示
※車椅子または補助犬を伴ってご入場の方は、チケットご購入時にまつもと市民芸術館
チケットセンターまでお知らせください。

■プレイガイド
チケットぴあ 0570-02-9999（P コード:481-494)
http://t.pia.jp/
ローソンチケット 0570-000-407(L コード:34025) http://l-tike.com/
イープラス
http://eplus.jp/
まつもと市民芸術館チケットセンター
0263-33 ― 2200(10:0018:00)
http://www.mpac.jp（要事前会員登録）
■問い合わせ先

まつもと市民芸術館

☎0263－33ー3800

＜大阪公演概要＞
■日時
2018 年 2 月 16 日（金）19 時開演
■会場
梅田クラブクアトロ（大阪市北区太融寺町 8-17 プラザ梅田 10F）
■主催
（株）パルコ
■料金
一般：5,800 円
U25：4,000 円（前売り、オールスタンディング、税込）
※未就学児入場不可
※当日入場口にてドリンク代として 500 円頂きます。
※U25（25 歳以下）チケットは当日年齢確認証提示

■チケット発売日 12 月 2 日（土）
■プレイガイド
チケットぴあ：0570-02-9999 （P コード：341-553）http://t.pia.jp/
ローソンチケット：0570-084-005（L コード：53663）http://l-tike.com/
イープラス：http://eplus.jp
■ 問い合わせ先 梅田クラブクアトロ ☎06-6311-8111
http://www.club-quattro.com
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