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ポスターを貼る事で「街」と「演劇」と「デザイン」と「観客」を繋げてきたポスターハリス・ 

カンパニーの30周年を記念して「現代演劇ポスター展 2017-演劇の記憶、時代の記憶、デザインの

記憶、都市の記憶」を開催します。 

 今回の展示では、ポスターハリス・カンパニーの所蔵する2万点にも上る現代演劇ポスターコレク

ションから厳選した約300点を、3会場で展覧いたします。  

 

ポスターハリス・カンパニー30周年記念 

現代演劇ポスター展 2017 

演劇の記憶、時代の記憶、 

デザインの記憶、都市の記憶 
渋谷周遊型展覧会の詳細情報解禁！！ 

 
 

 

 

 

 

2017 年 12 月 21 日（木）から渋谷ヒカリエ・渋谷キャスト・アツコバルーarts drinks talk で開催 



 60年代後半に劇団の旗印として登場し時代を挑発したアングラ演劇のポスターから、70〜80年代

の演劇ブーム、静かな演劇、新劇なども含め、時代の流れとともにポスターや劇団はどう変化した

のか？過去の演劇ポスターは公演が終了すれば、その後なかなか観る機会はありません。今回展示

されるポスターは、有名な美術家やグラフィックデザイナーが手掛けた、現代美術として評価の高

い作品も多く、当時の時代性や世相、演劇、デザインの歴史を感じる事が出来ます。時代の記憶装

置として、また演劇そのものを活性化するツールとして、ポスターの可能性を再認識していただけ

れば幸いです。 

 ポスターを3つの会場に展示することで、渋谷の街を劇場化し、周遊する事で普段とは違った街の

見え方になる、渋谷の街全体を巻き込んだ本展は「ポスター」を街に広げてきた、ポスターハリ

ス・カンパニーの歴史そのものを構成しています。  

 

ポスターが街に貼られた時から劇は始まっているのです。 

さあ！あなたの伝説の舞台が蘇る！！ 

 

 

 
 

 

 

 

「現代演劇ポスター展 2017－演劇の記憶、時代の記憶、デザインの記憶、都市の記憶」 

公式 HP：http://posterharis.com/02017/12/gendaiengeki 

 

※展示会場イメージ 

http://posterharis.com/02017/12/gendaiengeki


【開催概要】 

タイトル：「現代演劇ポスター展 2017－演劇の記憶、時代の記憶、デザインの記憶、都市の記憶」 

公式 HP ：http://posterharis.com/02017/12/gendaiengeki 

日程  ：2017 年 12 月 21 日（木）～2018 年 1 月 10 日（水）＜※1 月 1 日は休業日＞ 

時間  ：11：00～20：00（最終入場 19：30 まで） 

会場  ：①ヒカリエホール ホール B 

 （渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F／TEL：03-5468-5088）               

②渋谷キャスト スペース  

（渋谷区渋谷 1-23-21 渋谷キャスト GF／TEL：03-5778-9172） 

     ③アツコバルー arts drinks talk 

（渋谷区松濤 1-29-1 クロスロードビル 5F／TEL ：03-6427-8048） 

 

主催  ：現代演劇ポスター展2017実行委員会 

     〔ポスターハリス・カンパニー／ディスクガレージ／アツコバルーarts drinks talk／ 

ぴあ／パルコ／シアターワークショップ〕 

企画制作：現代演劇ポスター展2017実行委員会 

特別協力： 渋谷ヒカリエ／渋谷キャスト／アツコバルーarts drinks talk 

協力  ： セルリアンタワー東急ホテル／渋谷エクセルホテル東急／ 

渋谷東急ＲＥＩホテル／KOVAL  

後援  ： Bunkamura 

 

 料金  ：前売／一般１３００円、大学生５００円 

当日／一般１５００円、大学生７００円、高校生以下無料 

セット割引券 ・ペア券    （２枚セット）２５００円 

・トリプル券（３枚セット）３６９０円 

     ※セット割引券はチケットぴあのみ取扱い 

（サービス休止期間：2018 年 1 月 2 日（火）23:00 ～ 1 月 5 日（金）18:00（予定）） 

※3 会場フリーパス（初回入場時の会場でチケットの半券を回収） 

※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（1 名まで）は無料 

※各種証明証をご提示ください。 

 

お問い合わせ：ヒカリエホール 03-5468-5088 

http://posterharis.com/02017/12/gendaiengeki


【チケット】 

前売発売 12 月 1 日（金）〜 

※前売にて一般チケットご購入の方には先着で初回入場時に特製缶バッジをプレゼント！ 

 

 ◆チケットぴあ【 P コード：991-380 】 

◎TEL: 0570-02-9999（P コード予約） 

◎チケットぴあ／セブン・イレブン／サークル K・サンクス各店舗 

◎WEB: http://t.pia.jp/ （PC・携帯） 

 

◆ローソンチケット【 L コード：35575 】 

◎TEL  0570-084-003（L コード予約） 

          0570-000-407（オペレーター対応／10:00〜20:00） 

◎ローソン／ミニストップ店内 Loppi  

◎WEB http://l-tike.com/（PC・携帯） 

 

◆イープラス 

◎WEB http://eplus.jp（PC・携帯） 

◎ファミリーマート店内 Fami ポート  

 

◆アツコバルー arts drinks talk 

  

  

【クラウドファンディング】 

11 月 24 日（金）スタート！ 

パルコのクラウドファンディングでこの展覧会を応援しよう！   

https://www.booster-parco.com/project/324 
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【ポスター例】 

 

   

◆腰巻お仙 忘却篇（劇団状況劇場） 

1966 年 

デザイン：横尾忠則 

シルクスクリーン 

◆男装劇 星の王子さま 

（演劇実験室◎天井棧敷） 

1968 年 

デザイン：宇野亞喜良 

シルクスクリーン 

◆犬神 フランクフルト公演 

（演劇実験室◎天井棧敷） 

1969 年 

デザイン：粟津潔 

シルクスクリーン 

 

 

 

 

◆少女都市（劇団状況劇場） 

1969 年 

デザイン：赤瀬川原平 

◆恋々加留多鼡小僧次郎吉 

（演劇センター68/71） 

1971 年 

デザイン：平野甲賀 

シルクスクリーン 

 

 

 



【トークショー】 

ポスターハリス・カンパニー30 周年を祝し、演劇やアート業界を代表する数多の舞台芸術家や演出

家、デザイナーが集まり、『ポスター』を発端として当時の世相や、演劇、デザイン、アートをテ

ーマに語りまくる、本展覧会でしか聞く事が出来ない必見必聴のトークショーを全 10 回に渡り開

催します。 

 

【ギャラリーツアー】 

笹目浩之によるポスター解説ツアーを実施します。ポスターから読み解くアングラ演劇や新劇の歴

史、ポスターデザイン技法の変遷などの裏話を交えながら 3 会場内を巡るガイドツアーです。 

 

 

2017 

       会場 ゲスト   

① 
12/22（金）       

【 19:00 】 

アツコ 

バルー 

麿赤兒 「大駱駝艦」主宰／舞踏家／俳優 

山川三太 舞踊評論家、『踊る。秋田』フェスティバル・ディレクター 

乗越たかお 作家／ヤサぐれ舞踊評論家 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

★ 
12/23（土・祝）     

【 15:00 】 
3会場    笹目浩之によるギャラリーツアー（ アツコバルー → キャスト → ヒカリエ ） 

  

② 
12/23（土・祝）   

【 19:00 】 
ヒカリエ  

宇野亞喜良 イラストレーター 

長塚圭史 劇作家／演出家／俳優 

東學 絵師／アートディレクター 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

     

 
  会場 ゲスト   

③ 
12/29（金）         

【 19:00 】 
ヒカリエ  

増田セバスチャン アートディレクター 

ヴィヴィアン佐藤 非建築家／美術家／ドラァグクイーン 

佐藤玄 株式会社パルコ 劇場担当部長 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

④ 
12/30（土）   

【 14:00 】  
ヒカリエ  

桑原茂夫 カマル社主宰／詩人／アリス研究家 

篠原勝之 ゲージツ家 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

⑤ 
12/30（土）      

【 17:00  】 
ヒカリエ   

ケラリーノ・サンドロヴィッチ 劇作家/演出家/映画監督/音楽家 

山口宏子 朝日新聞記者 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

     

     

     

     



 

2018 

   

 
  会場 ゲスト 

 

★ 
1/2（火）       

【 14:00 】 
3会場    笹目浩之によるギャラリーツアー（ ヒカリエ → キャスト → アツコバルー ） 

  

★ 
1/3（水）       

【 14:00 】 
3会場    笹目浩之によるギャラリーツアー（ ヒカリエ → キャスト → アツコバルー ） 

  

⑥ 
1/5（金）     

【 19:00 】 
キャスト 

祖父江慎 アートディレクター 

近藤一弥 グラフィックデザイナー 

町口覚 グラフィックデザイナー／パブリッシャー 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

⑦ 
1/6（土）     

【 15:00 】     
キャスト 

及川正通 イラストレーター 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

    

  

⑧ 
1/6（土）     

【 19:00 】 
ヒカリエ  

及部克人 武蔵野美術大学名誉教授 

小堀純 演劇評論家 

渡辺弘 公財）埼玉県芸術文化振興財団 業務執行理事兼事業部長 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

⑨ 
1/7（日）     

【 14:00 】  

アツコバル

ー 

森正敏 劇団青年座 

白田聡 文学座 

稲谷善太 劇団民藝 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

  

⑩ 
1/8（月・祝）     

【 14:00 】   
ヒカリエ  

J・A・シーザー 「演劇実験室◎万有引力」主宰／演出家／音楽家 

萩原朔美 多摩美術大学名誉教授／前橋文学館館長／映像作家 

榎本了壱 クリエイティブ・ディレクター 

笹目浩之 プロデューサー／ポスターハリス・カンパニー代表 

   

 

 

※各イベントに参加するには本展覧会の入場券が必要です。 

※イベント内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【展示会場イメージ】 

 

 

 
「現代演劇ポスター展－演劇の記憶、時代の記憶、都市の記憶－」（2015） 

約 300 点の厳選されたポスターを 3 つの会場に展示 

 

 

 



【多彩なゲストによるトークショーやギャラリーツアー】 

 

 

 
「現代演劇ポスター展－演劇の記憶、時代の記憶、都市の記憶－」（2015） 

舞台芸術家や演出家、デザイナーを招いてのトークショーやギャラリーツアーを開催 

 

 

 



【マップ】 

①ヒカリエホール ホール B 

 （渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F／TEL：03-5468-5088）               

②渋谷キャスト スペース  

（渋谷区渋谷 1-23-21 渋谷キャスト GF／TEL：03-5778-9172） 

③アツコバルー arts drinks talk 

（渋谷区松濤 1-29-1 クロスロードビル 5F／TEL ：03-6427-8048） 

 
 

【プレスキット(メディア様向け)】 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B7r55BnDXYApZTFOME9nemhrMUE 

 

内容物は以下の 4 点になります。 

01_press release 

02_photo（展示イメージ、代表的なポスター写真） 

03_map 

04_event list 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

ヒカリエホール 

03-5468-5088 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B7r55BnDXYApZTFOME9nemhrMUE

