
2013 年 9 月 18 日 

株式会社イクスピアリ 

「シネマイクスピアリ」にステージを特設 

期間限定イベント『OFF
オ フ

 BROADWAY
ブ ロ ー ド ウ ェ イ

』開催のお知らせ 

2013 年 11 月 2 日（土）～11 月 24 日（日） 

 舞浜の複合型商業施設「イクスピアリ」にある 16 スクリーンのシネマコンプレックス「シネマ 

イクスピアリ」では、11 月 2 日（土）から 24 日（日）までの期間、本格的なショー公演ができる

ステージを 1 つのシアターに特設し、「OFF BROADWAY」と題して、ショーと映画の 2 大エンター

テイメントをお楽しみいただけるイベントを開催します。 

 “オフブロードウェイ”とは、エンターテイメントの本場、ニューヨークのブロードウェイ地区で、

比較的小規模で、幅広いジャンルのショーを上演する劇場のことです。シネマイクスピアリでは、

この“オフブロードウェイ”にちなんで、今回のためにステージと音響照明を設置したシアターで、

レビューショーやフラ、フラメンコショーの公演を行います。これらは、過去にイクスピアリ内で

公演を行い、チケットが完売するなど好評だった出演者による、今イベントのための特別プログラ

ムです。そして、ショーをお楽しみいただくとともに、映画館の特性を活かして、それぞれの 

ショーに関連した映画も特別上映します。ダンスファンの方にも映画ファンの方にとっても今まで

にない、臨場感あふれるエンターテイメントをお届けします。 

今後も、シネマイクスピアリでは、16 スクリーンを持つ強みを活かし、映画上映だけでなく、  

ショー公演やホールレンタルなど、様々な試みを行ってまいります。 

【ショー公演日程とその期間の映画上映作品】 

ショー公演日 ショージャンルとタイトル 映画上映日 映画上映作品 

11/2(土)～4(月・祝) レビューショー「Dance
ダ ン ス

 Revue
レ ビ ュ ー

 Club
クラブ

」 
11/2(土)～7(木) 

11/11(月)～14(木) 
バーレスク 

11/8(金)～10(日) 

11/15(金)～17(日) フラショー「Hoaloha
ホ ア ロ ハ

 Kahua
カ フ ア

」 
11/8(金)～10(日) 

11/15(金)～17(日) 
プリンセス・カイウラニ 

11/22(金)～24(日) 
フラメンコショー 

「Tablao
タ ブ ラ オ

 Número
ヌ メ ロ

 Cuatro
ク ア ト ロ

」 
11/18(月)～24(日) フラメンコ・フラメンコ 

※映画とショーは別料金となります。映画のみ、ショーのみをご鑑賞いただくことも可能です 

 

 

 

   

※掲載写真は全てイメージです 

レビューショー フラメンコショー フラショー 



【日   時】 

＜ショー＞2013 年 11 月 2 日（土）～24 日（日）の金、土、日、祝日（計 12 日間） 

      19:00～21:00（開場 18:30） ※2 部制で途中休憩 30 分あり 

＜映 画＞2013 年 11 月 2 日（土）～24 日（日）の毎日（計 23 日間） 

16:00～ ※3 作品を 1 日 1 作品ずつ、各日 1 回上映します。詳細は別紙資料をご覧ください 

 

【料   金】ショーと映画は、それぞれのチケット購入が必要です 

＜ショー＞大人（高校生以上）2,200 円／3 歳～中学生までのお子さま 1,400 円   

※ワンソフトドリンク（S サイズ）付き 

＜映 画＞1 作品おひとり 1,000 円／3 歳～6 歳の未就学のお子さま 900 円 

 

【チケット発売】2013 年 10 月 1 日（火）10:00～ 

劇場窓口／オンラインチケット「My シート・リザーブ」／ 

電話予約 ※ショーのみ (047-305-2575／受付時間 10:00～18:00）  

 

※料金の各種割引は適用なし。劇場鑑賞券・無料券はご利用いただけません 

※ショーの内容やタイムスケジュールは、都合により予告なく変更となる場合がございます 

※ショーは全席自由席、入れ替えなし。映画は全席指定席となります 

※ご購入後の払い戻しおよび映画の座席変更はいたしかねます 
 

お問い合わせ先 

シネマイクスピアリ「OFF BROADWAY」お問い合わせ窓口 

 TEL：047-305-2575（受付時間 10:00～18:00） 



＜ショー公演と映画上映のスケジュール＞ 

 期間中公演される各ショーは、映画「バーレスク」の華やかな世界観を表現したレビューショー、ハワイ王朝最後の

プリンセスを描いた映画「プリンセス・カイウラニ」にちなんだアロハスピリッツあふれる優雅なフラショー、そして、

映画「フラメンコ・フラメンコ」をイメージした、鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが繰り広げる情熱的なフラ   

メンコショーと、それぞれの映画作品にインスピレーションを得て構成された、12 組の出演者によるプログラムです。 

 

 

日付 11/2（土） 11/3（日） 

ショージャンルと 

タイトル 

レビューショー 

～Dance Revue Club～ 

ショー出演者 
TOMBOY’S 

スクエアエンジェル 

シアターダンスマシン 

東京ステップスアーツ 

with sAncha BAMBINA 

映画上映作品 「バーレスク」 

 

11/4（月・祝） 11/5（火） 11/6（水） 11/7（木） 11/8（金） 11/9（土） 11/10（日） 

レビューショー 
～Dance Revue Club～ 

   
フラ ～Hoaloha Kahua～ 

東京ビジュアルアーツ

with  

World Peace JAM 

Hula Hui Ohana 

Polynesian Dance 

studio  

Hula Hālau O 

MIYUKI 

MAHEALANI  

Hula Halau Ke  

 Olu Makani O  

MaunaLoa 

「バーレスク」 「プリンセス・カイウラニ」 

 

11/11（月） 11/12（火） 11/13（水） 11/14（木） 11/15（金） 11/16（土） 11/17（日） 

    フラ ～Hoaloha Kahua～ 

Hālau Mali Lino 

Melia 

Hula Hālau O 

Heleipilinahe 

HulaLe'd Welina 

ka wai maluhia 

pi'ina I Ka Lani 

Aloha 'Aina 

「バーレスク」 「プリンセス・カイウラニ」 

 

11/18（月） 11/19（火） 11/20（水） 11/21（木） 11/22（金） 11/23（土） 11/24（日） 
    フラメンコ ～Tablao Número Cuatro～ 

深沢美生・ 

アカデミアエリサ 

片岡由起子とスタジオ 

レブローテ 

ラス・フローレス 

増野恵美子 

スペイン 

舞踊研究所 
「フラメンコ・フラメンコ」 

 

＜映画上映作品について＞ 

■『バーレスク』 （2010 年／アメリカ） 

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 

歌姫クリスティーナ・アギレラが映画初主演を果たした、ゴージャス 

なミュージカル映画。大人の社交場「バーレスク」を舞台に、ウェイト 

レスとして働く主人公が歌唱やダンスの才能を開花させていく。華麗 

なミュージカルシーンが満載で、迫力のパフォーマンスが堪能できる。                            

■『プリンセス・カイウラニ』 （2010 年／アメリカ） 

配給：アニープラネット 

フラ隆盛の地・ハワイ。かつて王朝最後の王女として国民から愛された 

ヴィクトリア・カイウラニの、波乱に満ちた 24 年の生涯と秘められた 

恋を描く物語。幼少期からハワイに移住し、フラに親しんだ主演のクオ 

リアンカ・キルヒャーが、アロハスピリットを体現する。 

■『フラメンコ・フラメンコ』 （2010 年／スペイン） 

配給：ショウゲート 

本場スペインの巨匠監督カルロス・サウラが一流のアーティストたちを 

迎え、フラメンコの真髄に迫る。命の誕生から甦りまでの人生の旅を 

多彩な曲種＝パロを用いて、全 21 幕の構成で描き出す。魅惑と官能が 

ただようフラメンコの世界が、スクリーンでたっぷり楽しめる一作。 
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