Network Project “Encan vol.6”（2013）

Live Music Event “DEVIATION”（2013）

プロフィール
東京を拠点に活動するカンパニー。2012年に設立。
主宰 石井則仁（現山海塾舞踏手）
舞台作品を中心とした創作活動やアーティスト・クリエイターの若手育成
から交流会・プロデュース企画・地域活性企画などを主催。サイト・スペ
シフィック・ダンスやコミュニティー・ダンスなどのプロジェクトも展開
している。
広く市民を対象とした芸術のイベント・公演・ワークショップなどの企画
制作を行うことを通じ、市民の芸術享受の機会を増やすとともに、芸術文
化の発展、社会教育の推進、国際的な文化交流に寄与することを目的とし
活動している。

Profile
A curation company based in Tokyo, and established in 2012.
Director: Norihito Ishii (Butou company Sankai Juku Performer)
DEVIATE.CO creates and supports art performances, and
organizes events for young artists, creators, and all kinds of
people.
It presents various projects including a site specific and a
community dance.
It works internationally with the purposes of cultural exchanges,
development of the arts and society, giving workshops and lectures
for non-artists to help them understand the various kinds of arts
from different perspectives.

INSPIRED BY ART BRUT JAPONAIS（2014）

http://deviate-co.com/index.html
co.deviate@gmail.com

French Choreographer Christophe Le Goff Workshop & Performance -work in progress-（2013）

ー Members ー
石井則仁

Norihito Ishii

振付家／舞踊家／DEVIATE.COディレクター

Choreographer / Dancer / Director of DEVIATE.CO

1984年生まれ、東京都出身。

Director Norihito Ishii was born in Tokyo in 1984.
He started a street dance when he was 17years old, and won many prizes
in dance contests.
He has a lot of performance experiences for many artists as a back
dancer, and also in commercials and theme parks.
Not only he joined various choreographic works, but also he performed for
famous theater directors such as Yukio Ninagawa and Amon Miyamoto.

17歳からStreet Danceを踊り始め様々なDance
Contestにて入賞。
数々のアーティストのBack DancerやCM・
Theme Park Dancerなどで活躍。
様々なDance Companyの作品に参加する傍ら、
蜷川幸雄や宮本亜門の演劇作品にも出演。
2007年からソロ活動を開始し、2013年から韓国やイスラエルなど、海外に招聘
される。
2010年から活動場所を舞踏 山海塾に拠点を移し、数々の作品に出演。2013
年 国際交流基金賞受賞（山海塾）
2012年 若手表現者の育成やArtist・Creatorを支援するCuration Company
DEVIATE.CO設立し、企画・制作・運営・プロデュースを行う
2013年 「SAMON」Seoul International Choreography Festival 審査員賞受賞。
http://norihitoishii.com

小池陽子
ダンサー／振付家／
フェルデンクライス・プラクティショナー
バレエ団での活動を経て、フリーランスでダン
サー，振付家，指導者として国内外で活動。ヨー
ロッパ、NY、イスラエル，韓国など様々な国
で主にバレエ，コンテンポラリーダンス作品、
プロジェクトに参加し、研修を積む。
2009年から振付家として活動を始める。
音楽、美術、文学、学術、フェルデンクライス・メソッドと多様な身体など
をリソースに機知に富んだ創作活動を行っている。さらにダンス活動と併行
して、DEVIATE.COやSaitama City Ballet にて若手ダンサーのためのダンス
プログラムを企画・実施している。
http://yokokoike.com
http://saitamacityballet.jp/index.html

石川桃子
振付家／ダンサー
15歳よりダンスを始め、Hip-Hopチーム『Dpop』を結成し、数々の賞を受賞。高校卒業後
に渡米し、2つの大学にてモダン/コンテンポラ
リー、バレエ、振付、照明技術を学ぶ。2006
年に自身の作品で大学から奨学金を取得。
2011年には、ACDFAというアメリカの大学を
集めた全米大会にダンサーとして参加。大学内
外で精力的に多数作品を発表し、数多くの振付家の下で踊る。また、アメリ
カのダンススタジオにて、Hip-Hopのダンスインストラクターとして、子供か
ら大人まで幅広く指導。
2012年に帰国し、新たに活躍の場を求めて活動していたが、ケガのため休
止。2014年秋より再開し、劇団とのコラボレーションや翻訳活動、お笑い
コンビへの振付け等をしながら、日本全国を飛び回り、今後さらに飛躍でき
る場を模索中。
2015年より山海塾舞踏手、石井則仁率いる『DEVIATE.CO』に参加。
4月に自身のダンスカンパニー『dreaM.s coM.p TRUE（エムズカムトゥル
ー）』設立予定。

2007
He started his solo works, and he was invited to dance festivals
in Korea and Israel.
2010
He participated in Butoh company “Sankai Juku”
2012
He founded a curation company “DEVIATE.CO” which supports
young artists and creators by a planning and production.
2013
He received “Seoul International Choreography Festival
Judges’ award” for his piece “SAMON”
http://norihitoishii.com

Yoko Koike
Choreographer / Dancer / Feldenkrais Method Practitioner
Yoko Koike began her training in Ballet in 1977.
She is a former member of Matsuyama Ballet Company, and a currently
member of NBA Ballet Company as various soloist roles.
After she was given training in Europe, NY, Israel and various countries,
she started working as a free-lance dancer in projects.
She has also received numerous honors. She started her career as a
choreographer in 2009 to develop wide sources of her ideas including
musics, visual arts, literatures, academic fields, Feldenkrais Methods, and
diverse body movements.
In addition to being a dancer and choreographer, she also produces
dance series projects for young dancers at DEVIATE.CO and Saitama
City Ballet.
http://yokokoike.com
http://saitamacityballet.jp/index.html

Momoko Ishikawa
Choreographer / Dancer
Momoko Ishikawa started her dance training when she was 15 years old
in Japan, and founded Hip-Hop dance team “D-pop” which won many
prizes.
After high school, she studied modern/contemporary dance, ballet,
choreography and lighting design at 2 universities in the U.S. In 2006, she
was honored a scholarship for her choreographic work in the university. In
2011, she participated in ACDFA(American College Dance Festival
Association) as a dancer. She presented her choreographies in and
outside of schools, and performed under many choreographers. She also
taught Hip-Hop dance from kids to adults at a dance studio. She came
back to Japan in 2012, and stared her dance career but abandoned it
because of her knee injury. In fall 2014, she came back to the dance world,
and started not only choreographing, but also translations, corroborations
with theater companies and comedians in all over the places in Japan.
Since 2015, she joined a curation company “DEVIATE.CO”(Director:
Norihito Ishii from “Sankai Juku”). She will also found her own dance
company, “dreaM.s coM.p TRUE ”April, 2015.

ー Projects ー

Residential Project “Katteni kiyagare Dancing Shopping Street”（2014）

Dance workshop in Incheon （2013）

主なプロジェクト
2015年

韓国人ダンサーSeo In-Kyung
『コンディショニングワークショップ』（福岡）

2014年

韓国人振付家 Yu Ho Sik Dance Workshop（東京）

2014年

『移ろいゆく街』枝光まちなか芸術祭（福岡）

2014年
2014年

Performances and Projects
2015

Korean Dancer Seo In Kyung “Body conditioning workshop
for dancers, performers and teachers” (Fukuoka)

2014

Korean Choreographer Yu Ho Sik “Dance workshop”（Tokyo）

『Exchanging Contemporary Art Party』（韓国）

2014

『不/可視の領域』
東アジア文化都市2014横浜 東アジアの夢（横浜）

“Phantasmagoria City”
EDAMITSU MACHINAKA Art Festival (Fukuoka)

2014

“Exchanging Contemporary Art Party” (Korea)

2014年

Performance Project『7』（東京）

2014

2014年

即興公演『有徴あるいは無徴』（福岡）

“IN/VISIBLE AREA”
East Asia Cultural City 2014 Yokohama “Dream of Asia” (Yokohama)

2014年

レジデンスプロジェクト
『勝手に来たがれ 踊る商店街』（福岡）

2014

Performance Project “7” (Tokyo)

2014

Improvisational performance “YUCHO ARUIHA MUCHO” (Fukuoka)

2014年

レジデンスプロジェクト
『INSPIRED BY ART BRUT JAPONAIS』（熊本）

2014

Residential Project
“Katteni kiyagare Dancing Shopping Street” (Fukuoka)

2013年

Dance Project『思考の建築 WS』（東京）

2014

2013年

舞踏ワークショップ in ソウル（韓国）

Residential Project
“INSPIRED BY ART BRUT JAPONAIS” (Kumamoto)

2013年

ダンスワークショップ in 仁川 （韓国）

2013

Dance Project “Architecture of Consideration WS” (Tokyo)

2013年

舞踏ワークショップ in Hanyang University

2013

Butoh workshop in Seoul（Korea）

2013年

『Dance Text Project』（東京）

2013

Dance workshop in Incheon （Korea）

2013年

フランス人振付家 Christophe Le Goff
Workshop & Performance -work in progress-（東京）

2013

Butoh workshop in Hanyang University（Korea）

2013

“Dance Text Project” (Tokyo)

2013

French Choreographer Christophe Le Goff
Workshop & Performance -work in progress-（Tokyo）

Residential Project “INSPIRED BY ART BRUT JAPONAIS” (2014)

Korean Dancer Seo In Kyung “Body conditioning workshop
for dancers, performers and teachers” (2015)

ー Events ー

Network Project” Encan vol.8” （2014）

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.4”（2014）

過去のイベント
2014年

『Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.4』（東京）

2014年

ネットワークプロジェクト『円環 vol.8』（東京）

2013年

『Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.3』（東京）

2013年

ネットワークプロジェクト『円環 vol.7』（東京）

2013年

『Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.2』（東京）

2013年

Dance × Music × Food Event『Accident』（東京）

2012年

『Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.1』（東京）

2012年

Live Event 『DEVIATIN』（東京）

2012年

ネットワークプロジェクト『円環 vol.6』（東京）

Dance × Music × Food Event ”Accident” （2013）

Performances and Projects
2014

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.4” (Tokyo)

2014

Network Project “Encan vol.8” (Tokyo)

2013

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.3” (Tokyo)

2013

Network Project “Encan vol.7” (Tokyo)

2013

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.2” (Tokyo)

2013

Dance × Music × Food Event ”Accident”（Tokyo）

2012

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.1” (Tokyo)

2012

Live Music Event ”DEVIATIN”（Tokyo）

2012

Network Project “Encan vol.6” (Tokyo)

Live Music Event “DEVIATION”（2013）

“Dancer VS Musician Jamsession Event NOVA vol.2”（2014）

ー Repertories ー

“SOME / ONE” Choreography by Yoko Koike

“SAMON” Choreography by Norihito Ishii

主なプロジェクト

Performances and Projects
2015

“IN/VISIBLE AREA -Another story-”
Performing Arts Meeting TPAM（Yokohama）

『AFTERGLOW』（東京）

2015

“AFTERGLOW” (Tokyo)

2014年
2014年
2014年

『Some/One』Seoul International Choreography Festival（韓国）
『Some/One』Gwangju Dong-gu Road Art Festival（韓国）
『不/可視の領域』
東アジア文化都市2014横浜 東アジアの夢（横浜）

2014

“Some/One” Seoul International Choreography Festival (Korea)

2014

“Some/One” Gwangju Dong-gu Road Art Festival (Korea)

2014

2014年

『SAMON』JAPAN DANCE WEEK
“Nights of the Rising Sun”（イスラエル）

“IN/VISIBLE AREA”
East Asia Cultural City 2014 Yokohama “Dream of Asia” (Yokohama)

2014

“SAMON” JAPAN DANCE WEEK “Nights of the Rising Sun” (Israel)

2013年

『SAMON』『SETUNA』

2013

“SAMON” “SETUNA” Seoul International Choreography Festival (Korea)

2013

“SAMON” Incheon Yeonsu International Dance Festival（Korea）

2013年

『SAMON』Incheon Yeonsu International Dance Festival（韓国）
『SAMON』Gwang Jin International

2013

“SAMON” Gwang Jin International Summer Dance Festival（Korea）

2013年

2013

“Hear the voice of Thanatos!!” “ENIGMA”

2015年

『不/可視の領域 アナザーストーリー』

2015年

国際舞台芸術ミーティングTPAM（横浜）

Seoul International Choreography Festival（韓国）

Summer Dance Festival（韓国）
2013年

『タナトスの声を聞け!!』『ENIGMA』

Fukuoka Dance Fringe Festival（Fukuoka）

福岡ダンスフリンジフェスティバル（福岡）

“Hear the voice of Thanatos!” Choreography by Norihito Ishii

“SETUNA” Choreography by Yoko Koike

不/可視の領域 IN/VISIBLE AREA

不/可視の領域

不/可視の領域

IN/VISIBLE AREA（2014）

コンセプト
精密さ、滑稽さ、残酷さ、
その奥に潜む温かい暗闇。
わたしの中の非現実と超現実。
人間性，人間味，人，人，人。
あなたの前にいるのに私はここにはいない。
何がオモテで、
何がウラか、
目には見えないけれど、確かに存在するもの。
そんなものに振り回される人間の滑稽さや悲哀。
あなたにとって、人間とはなんですか？
かつては見えないことが当たり前だったことが、テクノロジーの発展とと
もに可視化され、生活環境は大きく変動し、人の心理やコミュミケーショ
ン形態に影響を与えています。可視化されたことで見失ったものは何なの
か。
不可視にフォーカスをあて、日常に潜む「小さな歪み」をオムニバス形式
で展開することを試みます。

クレジット
演出・振付：石井則仁・小池陽子
音楽：山中透
照明：内田正信
出演：石井則仁・小池陽子・石川桃子+現地公募ダンサー９名程度

作品データ
初演：2014年９月＠BankART Studio NYK
上演時間：90分
ツアーメンバー6名：出演者3名（男1女2）
スタッフ3名（舞台監督1、音楽1、照明1、）
公募ダンサー：現地にてダンサーを９名程度募集
オーディションの上選出（経験・年齢・性別不問）
舞台サイズ（メートル）： 奥行き9m 横幅９m
映像：https://www.youtube.com/watch?v=7jLFMksMeUk

IN/VISIBLE AREA（2014）

Concept of “IN/VISIBLE AREA”
Precision, humor and cruelty……
Warm absence of light is hidden in these elements.
What is inside, and what is outside?
What does mean human to you?
Unreal and surreal humanity inside of yourself.
Invisible unreal and surreal humanity inside of others.
“How are we changed if we release our emotions or humanities that we don’t
reveal or we can’t reveal?”
This piece “IN/VISIBLE AREA” was started to create with this question.
We are not able to see human sorrow or humor that leads a person by the
nose, but they sure exist.
Facts, which used to be invisible in the past, are revealed as the technology
is developed.
It makes life-styles and environments changed, it affects human psychology,
and it produces distortions of communication system.
Tastes of human emotions and considerations in the society.
This piece was created as an omnibus movie by requesting wide variety of
humanities.
Is this real or fantasia?
This piece presents the taste of human that only present audiences are able
to taste.

Credit
Director / Choreographer : Norihito Ishii・Yoko Koike
Music : Toru Yamanaka
Lighting design : Masanobu Uchida
Dancers : Norihito Ishii・Yoko Koike・Momoko Ishikawa
and 9 auditioned dancers

Piece history
Premiere : September 2014 at BankART Studio NYK
Time :

90 min

6 tour members : 3 casts (1male dancer and 2 female dancers)
3 back stage crews (1 stage director, 1 sound tech
and 1 lighting tech)
Auditioned dancers : Recruiting about 9 dancers at the actual
place by auditions
(Regardless of experience, age and gender)
Stage size (meters) : W 9m x D 9m
Movie：https://www.youtube.com/watch?v=7jLFMksMeUk

不/可視の領域 アナザーストーリー
IN/VISIBLE AREA -Another story目の前に扉がある。
中に入ると白い世界が拡がっている。
男と女はの間には穴が空いている。
女が言う。どこに隠しているの？
男は何も答えない。
女が言う。隠したものは何？
男は答えた。だが声は無声映画のように無音を発する。
口の中の闇が音を食べてしまったのだろうと女は思った。
女の下に生い茂る記憶。あなたは何を思うだろう。感情が露わになる。表情は見えない。
男と女は想う。
二人の傷ついた未来。これからおきるであろう口の中の出来事。白い記憶へ向かって。
女がワイングラスに入った闇を飲みほす。
男はナイフでテーブルの上の現実を切り、口に頬張る。
見えない美味。聞こえないやりとり。見える思考。
男の手には空白が握られている。
男が聞く。その砕けたものは何？
意味あるシミよ。女はスプーンで狂気を掬いながら答えた。
その瞬間、頭の中で花が咲いた。
女は下に生い茂った記憶に触れる。
すずやかな記録。真っ赤な空間。永遠と続く奄奄。
これは刹那の中終わるのであろうか？二人はそこにいない。
2014年に初演した『不/可視の領域』のアナザーストーリー編。
『不/可視の領域』のコンセプトを残しつつ、本編のキャラクター
の内面と社会性をタンツテアター方式で製作。

クレジット
演出・振付・出演：石井則仁・小池陽子・石川桃子
音楽：石井則仁・小池陽子
照明デザイン：石井則仁

作品データ
初演：2015年2月＠長者町アートプラネット チャプター２
上演時間：25分
ツアーメンバー3名：出演者3名（男1女2）
舞台サイズ（メートル）： 不問
映像：https://www.youtube.com/watch?
v=Wn2SVrU̲bTk&feature=youtu.be

There is a door in front.
Completely white world is spread out inside of the door.
There are a table and chairs.
Vacant white hole exists between man and woman.
The woman says.
“Where did you hide…?”
The man says nothing.
The woman says.
“What was the thing that you hid?”
The man ﬁnally answers, but his voice is soundless like a silent picture.
The woman regards that darkness in his mouth imbibes his voice.
Her remembrances are overgrew underfoot.
Feel?
Emotions are revealed.
But face expressions are invisible.
The man and the woman consider…
Destroyed futures.
Occurrences inside of the mouth.
Towards the white remembrances….
The woman drank up the darkness from a wine grass.
The man cuts the stern with a knife, and then devoured it on the table.
Invisible delicacy.
Inaudible conversation.
Visible consideration.
The man clasps blank in his hands.
The man says.
“What was crumbled?”
“That was a signiﬁcant blot.”
The woman answers while she scoops rabidity with a spoon.
At that moment, a ﬂower is bloomed in her head.
The woman touches the remembrances that are overgrew underfoot.
Refreshed records.
Bright red spaces.
Seems like never ends but the momentary end is coming soon?
Now, there is nobody.

This piece is another story extra version of original "IN/VISIBLE AREA"
which was performed as premiere in 2014.
It was composed with the original idea of "IN/VISIBLE AREA", but developed
the each characters and socialites by using a system of Tanztheater.

Credit
Choreographers / Dancers : Norihito Ishii・Yoko Koike・Momoko Ishikawa
Music : Norihito Ishii・Yoko Koike
Lighting design : Norihito Ishii

Piece history
Premiere: February 2015 at Chojamachi Art Planet Chapter 2
Time:

25 min

3 tour members: 3 casts (1male dancer and 2 female dancers)
Stage size (meters): Not particular size is required
Movie：https://www.youtube.com/watch?v=7jLFMksMeUk

