PRESS RELEASE
2018（平成 30）年 10 月吉日
株式会社パルコ

キテレツメンタルワールド
この新世界、一度ハマればもう抜けられない！
最新アルバムの楽曲で贈る、圧巻のグランドレビュー

東京ゲゲゲイ歌劇団 vol.III

『黒猫ホテル』
2019 年 1 月 29 日（火）～31 日（木）
EX シアター六本木で公演決定！！
―前売り開始は 2018 年 11 月 10 日からー
◆ファン待望の全国ツアーも！◆
株式会社パルコ（本社：東京渋谷区、代表取締役社長：牧山浩三）は、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、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 vol. III『黒猫ホ
テル』を 2019 年 1 月 29 日（火）から 1 月 31 日（木）の 3 日間、東京・六本木の EX シアター六
本木で開催します。
最新作『黒猫ホテル』は、2016 年 11 月からスタート
し大好評を博している「東京ゲゲゲイ歌劇団」の第 3 弾。
最新アルバムの楽曲を中心に、キレのある圧倒的な
パフォーマンスで圧巻のグランドレビューを繰り広げます。
また、2019 年 1 月から 3 月にかけて地方公演も決定
全国のファンに歌と踊りの一大レビューショーをお届け
します。
音楽家としてもマルチに活躍するリーダー、MIKEY が創り出す独特な世界観キテレツメンタル
ワールドから生まれる、さらにパワーアップした東京ゲゲゲイ歌劇団 vol. III『黒猫ホテル』にご期
待ください！

■ 報道に関するお問い合わせ
■ 公演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
㈱パルコ エンタテインメント事業部
担当: 中西、藤井、大川 TEL:

03-3477-5857

【東京ゲゲゲイ】
リーダーの MIKEY のもと、BOW 、MARIE、MIKU、YUYU の 4 人で構成されるアーティスト集団。 2013
年、MISIA や加藤ミリヤの振付を担当する MIKEY が、テレビ番組『DANCE@TV』
（TX）のダンスコン
テスト企画『DANCE@HERO JAPAN 5th SEASON』への出場を機に結成、同番組の歴代最高得点で優
勝。以降、ダンス公演やワークショップのほか、有名アーティストの振付を担当。2015 年には、国際交
流基金とパルコによる国際企画「DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements」に参加。ベトナム、
フィリピンでも公演を行った。2016 年には、ストリートダンス界としては初めて、第 10 回日本ダンス
フォーラム賞を森山未來と同時受賞。2017 年にアメリカデビュー、また MV『ゲゲゲイの鬼太郎』は、
YouTube で 2000 万回再生（2018 年 9 月現在）を突破する。2018 年日本を代表する劇団として Dance
Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 芸術監督ドミニック・エルヴュによりトリプルビル＃１に参加。9
月から２ヶ月に渡り、パリの国立ダンス劇場シャイヨ、リヨン・ビエンナーレなどフランスとスイス 12
都市で 26 公演を行う。

＜公演概要＞

◆公演名：東京ゲゲゲイ歌劇団 vol. III 『黒猫ホテル』
演出・脚本：MIKEY From 東京ゲゲゲイ
振付：東京ゲゲゲイ

音楽：MIKEY / 安宅秀紀

出演：東京ゲゲゲイ

◆会 場：EX シアター六本木（東京都港区西麻布 1 丁目 2-9）
◆日 時：2019 年 1 月 29 日（火）～31 日（木）
◆入場料金（税込）：
座席指定席：6,800 円
アリーナスタンディング：5,800 円
U-25 チケット 4,800 円

（観劇時小学生以上 25 歳以下対象／チケットぴあ、パルステ！にて前売販売のみ取扱い）
※ご観劇日当日、身分証確認の上 アリーナスタンディング エリアへご入場いただきます。

※ご入場時にドリンク代 500 円が別途必要となります。
※アリーナスタンディング エリアは未就学児の入場不可。
※座席指定席は年齢制限なし。大人 1 名につき 3 歳未満のお子様 1 名までひざ上に限り無料。
ただし、座席が必要な場合はチケットをご購入いただきます。
※営利目的の転売禁止。
※車イスでご来場予定のお客様は、事前にチケットスペース（電話 03-3234-9999【月～土 10 時～12 時/ 13
時～18 時（日・祝は休み）】）までお早めにご連絡ください。
前売開始＝2018 年 11 月 10 日（土）
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主催（株）パルコ
制作協力 （株）エフスクエア

お問い合わせ先
チケットスペース

03-3234-9999

月～土 10 時～12 時/ 13 時～18 時（日・祝は休み）
チケット発売日および公演開催の日曜・祝日は営業しております。
チケットスペース

検索

チケット取扱い
● PARCO STAGE スマホアプリ「パルステ！」パルステ で検索！
● チケットスペース 検索
● チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/gegegay18/

0570-02-9999（P コード：489-007）
セブン-イレブン、サークル K・サンクス、チケットぴあ店舗
● ローソンチケット

http://l-tike.com/gegegay3

0570-08-4003（L コード：34352）
0570-00-0407（オペレーター）
ローソン、ミニストップ店内 Loppi
● イープラス

http://eplus.jp/gegegay/

ファミリーマート店内 Fami ポート

～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 MIKEY が、
BOW、MARIE、MIKU、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 -Crossing the Movements」（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：MIKEY）
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 MV『ゲゲゲイの鬼太郎』は YouTube での再生回数が２週間強で 300 万回を超え、
（2018
年 9 月現在、2000 万回再生を突破）。同年 9 月、サンフランシスコで開催された 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。
2018 年
日本を代表する劇団として Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 芸術監督ドミニック・エルヴュ
の招聘を受け、トリプルビル ＃１に参加。9 月から２ヶ月に渡り、パリの国立ダンス劇場シャイヨ、リ
ヨン・ビエンナーレなどフランスとスイス 12 都市で 26 公演を行う。

MIKEY

東京ゲゲゲイのリーダーMIKEY はシンガーソングライ
ターであり、パフォーマーであり、演出家であり、映像
作家でもある。MIKEY がその多彩な才能を活かし、東
京ゲゲゲイのメンバーと生み出す作品は、細部の拘り全
てに携わる。常識に囚われないその作品は観るものを虜
にし、一度ハマると頭から離れなくなる。妥協を許さな
いストイックな環境の中で仕上がった芸術作品である。
彼の DNA は世界中で増殖し続け、まさに地球を侵略し
つつある。
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。
2016 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 年秋から冬にかけて、DANCE DANCE ASIA -Crossing the Movements 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
には『ロッキー・ホラー・ショー』で振付を担当した。2018 年、日本を代表する劇団として Dance
Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 芸術監督ドミニック・エルヴュの招聘を受け、トリプルビル ＃１
に参加。9 月から２ヶ月に渡りパリの国立ダンス劇場シャイヨ、リヨン・ビエンナーレなどフランスとス
イス 12 都市で 26 公演を行う。

キテレツメンタルワールド 東京ゲゲゲイ歌劇団 vol. III

『黒猫ホテル』
地方公演

概要

◆大田区民ホール・アプリコ 大ホール

【日程】2019 年 1 月 19 日（土）開演 17:00（開場 16:15）
【お問合せ】大田区文化振興協会 オンラインチケット
http://www.ota-bunka.or.jp/（24 時間対応）
大田区文化振興協会 チケット専門電話 03-3750-1555（10:00～20:00）

◆つくば公演／つくばノバホール

【日程】2019 年 1 月 26 日（土）開演 16:00（開場 15:30）
【お問合せ】（公財）つくば文化振興財団 029-856-7007 http://www.tcf.or.jp/

◆高知公演／高知県立美術館ホール

【日程】2019 年 2 月 3 日（日）開演 16:00（開場 15:30）
【お問合せ】高知県立美術館 088-866-8000 http://moak.jp/

◆名古屋公演／愛知県産業労働センター ウインクあいち 大ホール
【日程】2019 年 2 月 5 日（火）開演 18:30（開場 18:00）
【お問合せ】キョードー東海 052-972-7466

◆仙台公演／電力ホール

【日程】2019 年 2 月 15 日（金）開演 19:00（開場 18:30）
【お問合せ】仙台放送 022-268-2174（平日 9:30-17:30） http://www.kyodotokai.co.jp/

◆大阪公演／なんば Hatch

【日程】2019 年 2 月 23 日（土）18:30 開演（開場 17:30）
【お問合せ】キョードーインフォメーション 0570-200-888 (10:00～18:00)

◆福岡公演／福岡国際会議場 メインホール

【日程】2019 年 2 月 26 日（火）開演 18:30（開場 18:00）
【お問合せ】ピクニックチケットセンター 050-3539-8330（平日 11:00-17:00）
http://www.picnic-net.com/

◆広島公演／広島 JMS アステールプラザ 大ホール

【日程】2019 年 2 月 27 日（水）開演 19:00（開場 18:30）
【お問合せ】TSS 事業部 082-253-1010（平日 11:00-18:00）
キャンディープロモーション 082-249-8334（平日 11:00-18:30）

◆富山公演／オーバード・ホール

【日程】2019 年 3 月 1 日（金）開演 19:00（開場 18:30）
【お問合せ】（公財）富山市民文化事業団 076 -445 -5610（平日 8:30 ～17:15）

東京ゲゲゲイ初の CD リリース情報
【黒猫ホテル】

東京ゲゲゲイが 2018 年 8 月 8 日にリリースした最新
東京ゲゲゲイのメンバーは黒猫ホテルのメイド。
聴く人を「黒猫ホテル」の世界にご招待します。
▼リード曲「Black Cat」2018 年 7 月 7 日先行配信
「Black Cat」2018 年 8 月 8 日 MV 配信発売

▼「愛のフルコース」sax 武田真治 ＊配信限定にて

曲目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Intro
黒猫ホテル
Black Cat
Egoist
どんなに I love you.
Dear A
Interlude (L’Amour à tous les plats)
愛のフルコース (feat. 武田真治)

9. You are my best friend
10. ブスの遠吠え
11. Interlude (Room number 303)
12. さみしい x 1000
13. 愛じゃない
14. 生きて
15. カーテンは開かない日曜日
*配信は 15 曲目が楽曲「Alarm」になります。

<リリース情報>
2018 年 8 月 8 日

全国のタワーレコード、HMV 他

配信リリース

ITuneStore、レコチョク

CD プレス

\3,240

配信

Album

他

\2,100 / 単曲 \250

ハイレゾ \3,600 / 単曲 \250

東京ゲゲゲイ MV
黒猫ホテル

https://www.youtube.com/watch?v=wdss4ylsb7w

ゲゲゲイの鬼太郎

https://www.youtube.com/watch?v=z8rly_GCRoA

さよならダーリン

https://www.youtube.com/watch?v=iRa1LmcOomk

