
 
シルク・ドゥ・ソレイユ 

『マイケル・ジャクソン ザ・イモータル ワールドツアー』  
2013 年 5 月、遂に日本上陸決定！！ 

プレスリリース                                           2013年1月10日（木） 

 報道関係各位                           株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル 

 
株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役 石橋正）は、記念すべき

BAD25 周年イヤーにあたる 2013 年 5 月 9 日（木）より、”キング・オブ・ポップ“＝マイケル・ジャクソンと、世界を魅了
し続けているエンタテインメント集団 “シルク・ドゥ・ソレイユ”による夢のコラボレーション 『マイケル・ジャクソン ザ・イモータ
ル ワールドツアー』 の日本公演開催が決定した事をご報告致します。  
 『マイケル・ジャクソン ザ・イモータル ワールドツアー』 は、シルク・ドゥ・ソレイユとのコラボレーションを熱望していたマイケルと、彼
の音楽・人間性に感銘を受けたシルク・ドゥ・ソレイユの、互いのリスペクトから生まれた夢の舞台。マイケルが生み出した素晴ら
しい楽曲群と、シルクの創造的かつアクロバティックな世界が融合した本公演は、互いのファンのみならず、老若男女が楽し
める全く新しいライヴ・エンタテインメントです。マイケルの半生を巡る音楽とダンスに主軸を置いた、エネルギッシュで躍動感溢れ
る世界。マイケルを象徴する「ゼロ・グラヴィティ」や「スリラー」の振付を新たな切り口で捉えた動きなど、アクロバティックなサーカス
だけでなく、ダンスも大きな見どころになっています。  
 本公演で使用されるマイケルの楽曲は全45曲で、音楽監督を務めたのは、今をときめくミュージック・デザイナー/ディレクターの
ケヴィン・アントゥーン（マドンナやジャスティン・ティンバーレイク他との仕事で著名）。ジャクソン５時代から没後リリースされた
『MICHAEL』までの、マイケルの全キャリアを通じた異なる曲や音源から、楽器やヴォーカルをトラックごとに解体し、他の曲と組
み合わせて新たな曲をつくりあげるマッシュアップ（合体再構築）という手法で、世界中のファンの誰もが大切にしているマイケル
の音楽のエッセンスはそのままに、よりその魅力を凝縮。加えてステージには、グレッグ・フィリンゲインズやジョナサン・モフェットなど、
マイケル本人とともにツアーを廻ったミュージシャンが数多く参加し、これまでにないアレンジをとりいれた生演奏を加えることで、こ
の公演のためだけの新しいマイケル・ミュージックを生みだしています。更に、公演の衣装デザインを担当したのは、「THIS IS IT」
で専属デザイナーを務めたザルディ・ゴコ。活き活きとした色使いと革新的な素材・技術、特に３D プリンティングや LED を取り
入れたきらびやかな衣装が、ショーを華麗に彩ります。  
シルク・ドゥ・ソレイユがマイケル・ジャクソンという一人のアーティストの魅力と存在感を様々な手法で引き出した本公演は、

2011 年 10 月の初演以来、現在までに北米、ヨーロッパで既に 200 万枚以上のチケット・セールスを記録。そして遂に 2013
年 5 月、本公演の日本上陸が決定！！マイケルと共に歩んできたクリエイターたちがシルクのもとに結集し、愛とリスペクトを込
めて創り上げる、世界のポップ・カルチャーに決定的な影響を与え続けた一人の天才アーティストの魂、情熱、そして心そのもの
を映し出す本公演は、マイケルが遺した魔法のような作品やメッセージを、永遠不滅（＝イモータル）のものとして未来に語り
継ぐ役目を果たす最高のトリビュートショーとなっています。 
 

★★★マイケル・ジャクソン ザ・イモータル ワールドツアー 日本公演★★★ 
 
公演期間：2013 年 5 月 9 日（木）～6 月 16 日（日）全 36 公演  
◆さいたま公演 5 月 9 日（木） ～5 月 12 日（日）全 6 公演／会場：さいたまスーパーアリーナ 
◆横浜公演   5 月 16 日（木）～5 月 19 日（日）全 6 公演／会場：横浜アリーナ 
◆名古屋公演 5 月 23 日（木）～5 月 26 日（日） 全 6 公演／会場：名古屋 日本ガイシホール 
◆福岡公演   5 月 30 日（木）～6 月 2 日（日）  全 6 公演／会場：マリンメッセ福岡 
◆大阪公演   6 月 6 日（木） ～6 月 16 日（日）全 12 公演／会場：大阪城ホール  
企画招聘：フジテレビジョン 
特別協賛：ダイハツ工業 
日本公演に関する詳細はイモータル日本公式サイト http://mj-t.jp/まで。 

 
 



★★★関連 2 作品大ヒット発売中！★★★ 
いのち                                                                      INVINCIBLE       IMMORTAL 

新たな生命を得た、永遠のたからもの。マイケルは、「無敵」から「不滅」へ。 
シルク・ドゥ・ソレイユ 『マイケル・ジャクソン ザ・イモータル』 劇中で使用される音源を一挙収録！ 

マイケル・ジャクソン｜イモータル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 枚組デラックス・エディション 【完全生産限定盤】 税込定価￥3,465（税抜\3,300） EICP1510-1511 

■豪華メタリックホイル・スリーブ仕様 ■カラー24P ブックレット  

■44P 日本語ブックレット(歌詞対訳付/解説：西寺郷太) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 枚組スタンダード・エディション 【通常盤】        税込定価￥2,520（税抜\2,400） EICP1512     

■カラー16P ブックレット ■32P 日本語ブックレット（歌詞・対訳付/解説：西寺郷太） 

マイケル・ジャクソン関連素材（ジャケット写真/アーティスト写真/ビデオクリップなど）に関するお問い合わせ 
ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル 宣伝部 

マイケル・ジャクソン日本公式サイト：www.sonymusic.co.jp/MJ 

 
我々の時代における最も偉大なエンターティナー＝マイケルのレ
ガシーからは、言葉では表現しきれない無限のインスピレーショ
ンを得ることが出来る。このプロジェクトの原動力がマイケル自
身の歌声と、彼の音楽のエッセンスそのものであること、同時
に、マイケルが作品に魂を入れてくれることは初めから明らかだっ
た。 スタジオ内でもステージ上でも、マイケルのヴォーカルには
非の打ちどころのない高潔さと、揺るぎない真実が存在する。そ
れを『イモータル』ではハイライトした。マイケルの音楽、彼の家
族、そして世界中の何百万人もの彼のファンに対する愛とリスペ
クトを込めて創りあげた作品だ。                           
- ----ケヴィン・アントゥーン（MUSICAL DESIGNER）  
 

イモータル 2 枚組デラックス・エディション DISC1 
01. ワーキング・デイ・アンド・ナイト （イモータル VERSION） 
02. イモータル INTRO （イモータル VERSION） 
03. チャイルドフッド （イモータル VERSION） 
04. スタート・サムシング （イモータル VERSION） 
05. シェイク・ユア・ボディ** （イモータル VERSION） ★ 
06. ダンシング・マシーン*/今夜はブギー・ナイト （イモータル VERSION） 
07. ベン （イモータル VERSION） ★ 
08. ハートブレイク・ホテル** （イモータル VERSION） 
09. スムーズ・クリミナル （イモータル VERSION） 
10. デンジャラス （イモータル VERSION） 
11. 【マイム・セグメント】 （アイ・ライク）ザ・ウェイ・ユー・ラヴ・ミー/スピー 

ド・デーモン/アナザー・パート・オブ・ミー （イモータル VERSION） ★ 
12. J5 メドレー*:帰ってほしいの/ABC/小さな経験 （イモータル VERSION） 
13. スピーチレス/ヒューマン・ネイチャー （イモータル VERSION） 
14. イズ・イット・スケアリー/スレトゥンド （イモータル VERSION） 
15. スリラー （イモータル VERSION） 
 

イモータル 2 枚組デラックス・エディション DISC2 
01. ユー・アー・ノット・アローン/キャント・ストップ・ラヴィング・ユー 
   （イモータル VERSION） 
02. 今夜はビート・イット/ステイト・オブ・ショック** （イモータル VERSION） 
03. JAM （イモータル VERSION） 
04. プラネット・アース（朗読）/アース・ソング （イモータル VERSION） 
05. スクリーム/リトル・スージー （イモータル VERSION） ★ 
06. ゴーン・トゥ-・ス―ン （イモータル VERSION） ★ 
07. ゼイ・ドント・ケア・アバウト・アス （イモータル VERSION） 
08. ウィル・ユー・ビー・ゼア （イモータル VERSION） ★ 
09. アイル・ビー・ゼア* （イモータル VERSION）  
10. イモータル MEGAMIX:キャン・ユー・フィール・イット**/今夜はドント・スト 

ップ/ビリー・ジ－ン/ブラック・オア・ホワイト （イモータル VERSION） 
11. マン・イン・ザ・ミラー （イモータル VERSION）                                      
12. リメンバー・ザ・タイム/BAD （イモータル VERSION） ★ 

 
【★：デラックス・エディションのみに収録の曲】 
【*：ジャクソン・ファイヴ名義楽曲／**：ジャクソンズ名義楽曲】 

 
イモータル 1 枚組スタンダード・エディション収録曲 

01. ワーキング・デイ・アンド・ナイト （イモータル VERSION） 
02. イモータル INTRO （イモータル VERSION） 
03. チャイルドフッド （イモータル VERSION） 
04. スタート・サムシング （イモータル VERSION） 
05. ダンシング・マシーン*/今夜はブギー・ナイト** （イモータル VERSION） 
06. ハートブレイク・ホテル** （イモータル VERSION） 
07. スムーズ・クリミナル （イモータル VERSION） 
08. デンジャラス （イモータル VERSION） 
09. J5 メドレー*:帰ってほしいの/ABC/小さな経験 （イモータル VERSION） 
10. スピーチレス/ヒューマン・ネイチャー （イモータル VERSION） 
11. イズ・イット・スケアリー/スレトゥンド （イモータル VERSION） 
12. スリラー （イモータル VERSION） 
13. ユー・アー・ノット・アローン/キャント・ストップ・ラヴィング・ユー 
   （イモータル VERSION） 
14. 今夜はビート・イット/ステイト・オブ・ショック （イモータル VERSION） 
15. JAM （イモータル VERSION） 
16. プラネット・アース（朗読）/アース・ソング 
17. ゼイ・ドント・ケア・アバウト・アス （イモータル VERSION） 
18. アイル・ビー・ゼア* （イモータル VERSION） 
19. イモータル MEGAMIX:キャン・ユー・フィール・イット**/今夜はドント・スト 

ップ/ビリー・ジ－ン/ブラック・オア・ホワイト （イモータル VERSION） 
20. マン・イン・ザ・ミラー （イモータル VERSION） 

 


