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TPAMフリンジ募集要項 
 

国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPAM会期中に横浜・東京エリアで開催される公演やプロジェクトを募集し、TPAMに参 
加する国内外のプロフェッショナルと一般のお客様にご紹介する公募プログラムです。   
国内／海外での公演やプロジェクトへ繋げるきっかけとして、また新しい観客層を開拓する 
ツールとして是非ご活用ください。 
 
 
 
 
 
 
 

とは … TPAM（ティーパム、国際舞台芸術ミーティング in 横浜）は、同時代の舞台芸術
に取り組む国内外のプロフェッショナルが、公演プログラムやミーティングを通じて交流し、舞台芸術の創造・
普及・活性化のための情報・インスピレーション・ネットワークを得る場です。1995 年に「芸術見本市」とし
て東京で開始し、2011年より「創造都市」横浜で開催。近年はアジアフォーカスを強化し、アジアとの共同製
作にも参画。20年以上の歴史を経て、アジアで最も影響力のある舞台芸術プラットフォームのひとつとして国
際的に認知されています。 

 

参加登録締切：2019年 11月 1日［金］18:00 

TPAM2020 会期：2020 年 2月 8日［土］－ 2月 16日［日］ 
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登録条件 
 

n TPAM会期中に最低1回以上の上演が行われること 

n 会場が横浜／東京エリアであること 

n 締切までに必須項目をご提出いただけること 

*締切までに必須項目を提出していない場合、キャンセル扱いとなります。 
*詳細は P. 6「仮登録から情報公開までの流れ」をご一読ください。 

n TPAM 参加登録者（以下「プロフェッショナル」）を対象としたチケット販売にご協力
いただけること 

*販売対象はTPAM会期中に行われる公演のみとなります。 
*1枚あたりチケット料金の 3.6%の販売手数料を頂戴します。 

n チケット割引などの「プロフェッショナル特典」をご用意いただけること 

n TPAM事務局に公演招待券を1枚ご用意いただけること 

n ウェブサイトやチラシなどの宣伝物に、以下の2点を記載いただけること 

1. TPAMウェブサイトURL: www.tpam.or.jp 
2. TPAMフリンジロゴ（ダウンロードリンク：https://www.tpam.or.jp/info/fringe） 
*入稿前に必ずチラシデータをフリンジ担当者にメールでお送りください。 

n TPAM終了後、事務局が実施するアンケートにご協力いただけること 

n TPAMフリンジへの参加をきっかけに、国内・海外への招へいやツアーに繋がった場
合は、事務局にご報告いただけること 

*公演に伴うトラブル等に対して、TPAM事務局は一切責任を負いません。 

*公演の内容や企画に関わる直接的な制作・運営業務への協力は行っておりませんので、予 
めご了承ください。 
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TPAMフリンジ参加でできること 
 

n TPAMウェブサイト・チラシ・プログラムへの公演情報掲載 

n プロフェッショナルを対象にしたチケット販売（詳細はP.7 へ） 

n TPAM参加登録 
TPAMに参加登録した方には、プロフェッショナル価格での「TPAMディレクション」公演の予約や、
グループ・ミーティングのホスト登録、スピード・ネットワーキングへの申し込み、その他会期中に行
われるシンポジウムやレセプションなどの「TPAMエクスチェンジ」にご参加いただけるTPAMパスを
発行いたしますので、国内外の舞台芸術関係者とのネットワーキングに是非ご活用ください。 

n TPAMコンタクトリスト閲覧 
TPAM参加登録の際にコンタクトリストへの情報掲載を承諾された方は、TPAMコンタクトリストをご覧
いただけます。プロフェッショナルに公演情報を発信する、特定のディレクターやプロデューサーを直接
招待するなどの方法でご活用ください。 

n ネットワーキングパス発行 
公演に参加するアーティストやスタッフの皆様には「ネットワーキングパス」を発行いたします。
「TPAMエクスチェンジに参加してみたい」「1日で良いからTPAMの様子を見てみたい」という方々が
気軽にご利用いただけます。*通常のTPAMパスとは異なりますのでご注意下さい。 

*今年度より事務局による公演紹介文・プロフィールの翻訳サービスはオプション（希望者
のみ）となります。登録料や料金などの詳細はP. 4～5をご参照ください。 
 
TPAM2019参考データ 
参加登録者数：884名［国内483名（25都道府県）、海外401名（43カ国・地域）］ 
フリンジ演目数／公演数：73／261 
フリンジ登録公演動員数：約18,000人（一般客含む） 
フリンジチラシ部数：40,000 部（横浜・都内の公演への折込や各地劇場・関連施設を中心に配布） 
ウェブサイト訪問数：約70,000 回（集計期間：2018年 11月 18日~2019 年 2月18日） 
TPAMエクスチェンジ動員数：約5000名（グループ・ミーティング、レセプションやシンポジウムの総計） 

TPAM エクスチェンジとは … 作品やプロジェクトを紹介し合う、テーマを設定してミーティングを主催す
る、舞台芸術の状況をめぐるディスカッションに参加する ̶ 新しい情報を得てネットワークを広げるために
様々に活用していただける、TPAMのベースとなるプログラムです。 
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東京造形大学 映画・映像専攻｜Dance and Media Japan｜NPO法人ダンスアーカイヴ構想、ICUモダンダンス部、mizhen、お布団、
かもめマシーン、ニブロール、Unit Dance Bookshelf／吉福敦子、フルタ丸、岡崎藝術座、富山のはるか、鮭スペアレ、パッチワーク
ス、RE/PLAY Dance Edit 実行委員会、タシロリエ／AYATORI、冨士山アネット、トポス［石井順也、パウ・アラン・ジメーノ、小
暮香帆、尾角典子］、BRDG／したため、佐々木すーじん／野口英律／浦裕幸、カンパニーデラシネラ、空間現代、IDIOT SAVANT theater 
company、フィジカルシアターカンパニー GERO、ラファエル・アルヴァレス｜BODYBUILDERS、くるくるシルクDX、藤田陽介、
ZINKandSILENTLISTEN、笛井事務所、贅沢貧乏、劇団かかし座、ジェラード・レビック × 赤間涼子、ナムディ、N///K（ナチュラ
ル・キラー）、鉄秀、86B210、NPO法人芸術文化ワークス、ドロシー・メランダー・デートン、譜面絵画、ARICA、Dance Lab 実行
委員会、安藤洋子／ZOU-NO-HANA BALLET PROJECT、武本拓也、仮面劇おもて、櫛田祥光／Dance Company Lasta、N₂、世田谷
シルク、サファリ・P、Co. 山田うん 

基本参加登録料 

アーティスト／カンパニー登録 
アーティスト／カンパニー単体の公演やワークショップなどが対象。 

30,000 円（税抜） 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
TPAM2019参考データ：アーティスト／カンパニー登録一覧  

 

 

 

� 2名様までTPAM参加登録招待 

� 事務局による公演紹介文・プロフィール（各最大 200文字）の翻訳はオプション
（希望者のみ）となります。事務局による翻訳をご希望される場合、合計文字数×
16円を後ほど請求いたしますので、予めご了承ください。 

� 事務局による翻訳をご希望されない場合、ご自身で英語テキスト（各最大 200文字）
をご用意ください。 

� 一枚のチケットで複数演目を鑑賞できる公演（2本立てや 3本立て）は「アーティス
ト／カンパニー」でご登録ください 

� 上記料金は 1演目の料金となります。2演目以上は事務局にご相談ください。 

消費税について … 2019 年 10 月 1 日から、消費税の税率が 10%に変更となります。 
10 月 1日以降の基本参加登録料に関しましては、新税率（10％）に
て計算しご請求いたしますので、予めご了承くださいますようお願
い申し上げます。 

2019 年 9月 30日［月］まで8%                    … 基本登録料 32,400 円（税込） 
2019 年 10月 1日［火］以降10% … 基本登録料33,000 円（税込） 

*登録後に公演がキャンセルになった場合でも、基本的に登録料の払い戻しはいたしませ
んので予めご了承ください。 
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基本参加登録料 

オーガナイザー登録 
個人キュレーターや会場によって企画された、複数アーティスト／カンパニー
が参加するプロジェクトやフェスティバルが対象。2 組 2 演目から登録可能。 

2 組 2演目 40,000 円（税抜） 
3 組 3演目 45,000 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TPAM2019参考データ：オーガナイザー登録企画名・参加カンパニー／アーティスト一覧 
 
 

 
   

� 参加組数 + 1 名様（キュレーターや会場代表者）までTPAM参加登録招待 

� 事務局による公演紹介文・プロフィールの翻訳はオプション（希望者のみ）となり
ます。事務局による翻訳をご希望される場合、合計文字数×16円を後ほど請求いた
しますので、予めご了承ください。 

� 事務局による翻訳をご希望されない場合、ご自身で英語テキストをご用意ください。 

� オーガナイザー登録をご希望の場合は、事務局にご相談ください。 

消費税について … 2019 年 10 月 1 日から、消費税の税率が 10%に変更となります。     
10 月 1日以降の基本参加登録料に関しましては、新税率（10％）に
て計算しご請求いたしますので、予めご了承くださいますようお願
い申し上げます。 

 
 

blanClass Anthology #4［高山玲子、眞島竜男］、横浜ダンスコレクション 2019［青空ダンス、コンペティション I、ナッシュ｜
鈴木竜］、ＳＴスポットセレクション vol.2［隣屋、ハイドロブラスト、Aokid］、Contemporary Dance Showcase of Young 
Choreographer（目澤芙裕子）［北尾亘（Baobab）｜デルトーカ、下島礼紗｜中屋敷南｜Von・noズ、悪童｜水中めがね∞｜久保田
舞］、アートウェイブ［林其蔚（リン・チーウェイ）｜王虹凱（ワン・ホンカイ）、鄭尹真（ヂェン・インジェン）｜林宜瑾（リン・
イージン）］ 
 

2019 年 9月 30日［月］まで8% 
 2 組 2演目 43,200 円（税込） 
 3 組 3演目 48,600 円（税込） 

 

2019 年 10月 1日［火］以降10% 
 2 組 2演目 44,000 円（税込） 
 3 組 3演目 49,500 円（税込） 

 *登録後に公演がキャンセルになった場合でも、基本的に登録料の払い戻しはいたしません
ので予めご了承ください。 
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必須項目 

メインビジュアル、公演名、 
アーティスト／カンパニー名、タグ、 
会場、上演時間、 
プロフェッショナル特典、 
公演日時、チケット料金、 
*公演紹介文（200文字・日）、 
*プロフィール（200文字・日）、 
*翻訳を自ら行う場合は、各700文字（英）で
記入してください。 

   
仮登録から情報公開までの流れ 

 
1. TPAMフリンジ仮登録 
https://www.tpam.or.jp/info/fringe 

 
2. 仮登録完了メール受信 & TPAMフリンジ参加登録料お支払手続き 
仮登録は基本参加登録料のお支払いの確認をもって完了となります。決済方法をご選択の上、お支払手
続きにお進みください。お支払いを確認次第、TPAMマイページのパスワード設定のご案内のメール
をお送りいたします。 

 
3. TPAMマイページのパスワード設定 & 本登録 
TPAMマイページのパスワード設定をもって本登録となります。 

 
4. TPAMマイページログイン 
ご設定いただいたユーザーIDとパスワードでログインし、公演情報をご記入ください。 
*詳細はマイページログイン後に「TPAMフリンジ公演情報記入ガイド」をご確認ください。 

 
5. 公演情報記入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 公演情報提出（締切：11月 1日［金］18:00） 
提出後・締切後の必須項目の変更は受け付けておりませんのでご注意ください。また締切までに 
必須項目が確定していない場合、キャンセル扱いとなりますので、予めご了承ください。 

 
7. 情報公開 & チケット販売開始（11月 18日［月］予定） 

  

その他項目 

上演言語、字幕や通訳などの有無、 
必要クレジット、映像リンク、 
公式サイトURL、 
メールアドレス（公開可能なもの）、 
電話番号（公開可能なもの）、 
Twitter、Facebook 
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チケット販売について 

プロフェッショナルのみを対象にチケット販売が可能です。一般のお客様（「オーディエン
ス」）への販売はその他プレイガイドをご利用ください。 

TPAM会期前（情報公開～2020 年 2月 7日［金］18:00 まで） 
販売方法：プロフェッショナル専用ページ（通称「TPAMマイページ」） 
支払い方法：クレジットカード、銀行振込 
販売期間：チケット予約開始からTPAM会期前日まで 

TPAM会期中（2020 年 2月 8日［土］～ 2 月 16日［日］） 
販売方法：インフォメーションデスク@Kosha33（神奈川県住宅供給公社） 
住所：〒231-0021 横浜市中区日本大通り33番地 
支払い方法：現金のみ（会期中はオンラインでの販売、ならびに当日券の販売は行いません） 
販売期間：各公演日前日まで 

*インフォメーションデスクのオープン時間に準ずる 
*各公演日前日までの販売が難しい場合、最終販売日はご相談ください。 

配券枚数はマイページより自由に設定可能です 
プロフェッショナルからの予約状況は、マイページの「プロフェッショナル予約者一覧」に反映されます。 

キャンセル・返金は各公演前日まで受け付けます 
プロフェッショナルの予定が変わりやすいという催事としての特性上、予約のキャンセル・変更は各公演日
前日まで受け付け、キャンセルされたチケット料金は購入者に返金いたします。各公演当日のキャンセル・
変更は受け付けいたしません。 

実券のお渡しは各公演会場で  
「プロフェッショナル予約者一覧」を出力し、公演会場受付にて確認できる状態にしてください。公演当日、
受付にて氏名とTPAMパスを確認後、実券をお渡しください。なお、一覧に名前のないプロフェッショナル
の当日券の取り扱いについては、各団体で判断をお願いいたします。 

精算について 
会期終了後、プロフェッショナル料金 × 委託販売枚数の合計より、3.6%の手数料を差し引いた額を記載し
た精算表をお送りいたします。内容をご確認いただき、問題がなければ請求書原本をお送りください。
2020 年 4月 28日（火）までにご指定の口座に振込いたします。 
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何かご質問等ございましたら、担当者までご連絡ください。 
国際舞台芸術ミーティング in 横浜 事務局 
TPAMフリンジ コーディネーター：眞鍋 隼介（まなべ しゅんすけ） 
Tel 03-5724-4660 
manabe@tpam.or.jp 


