
［お問い合わせ・ご予約］チケットスペース 03-3234-9999 http://ints.co.jp/
［チケット取り扱い］ チケットスペース 03-3234-9999　
TBSオンラインチケット http://www.tbs.co.jp/kumakawa/（東京公演のみ）
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード東京公演：401-707／横浜公演：401-637）
イープラス http://eplus.jp/kumakawa/（パソコン＆携帯）
ローソンチケット 0570-000-407・0570-084-003（Lコード文化会館34315／オーチャード34316／横浜34313）
CNプレイガイド 0570-08-9999 http://cncn.jp　Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（オーチャード公演）
東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650（東京文化会館公演）
神奈川芸術協会 045-453-5080（横浜公演のみ）　県民ホールチケットセンター 045-662-8866（横浜公演のみ）
［公演に関する詳細］ http://www.k-ballet.co.jp/

［その他の全国公演］ 6／3（木）［名古屋］愛知県芸術劇場 大ホール
6／5（土）［神戸］神戸国際会館こくさいホール
6／10（木）［大分］iichiko総合文化センター グランシアタ
6／12（土）［鹿児島］鹿児島市民文化ホール 第１ホール
6／15（火）［青森］青森市文化会館　 
6／18（金）［新潟］新潟県民会館
6／22（火）［宮城］東京エレクトロンホール宮城
6／30（水）［兵庫］兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール

Photograph by Ayumu Gombi

◎キャスト予定は2010年2月1日現在のものです。出演者の病気や怪我など、やむを得ない事情
により変更となる場合があります。最新のキャスト情報はhttp://www.k-ballet.co.jp/にてご確
認ください。なお、公演中止の場合を除き、実施するすべての公演に関して、主演者をはじめと
するキャスト変更に伴うチケット代金の払い戻し、公演日や券種の変更は原則としてお受けでき
ませんので、あらかじめご了承ください。◎公演中止の場合の旅費、チケット送料等の補償はいた
しかねます。◎未就学児童の入場はできません。（★5／30、6／26夜のみ、5歳以上の入場が可能
です。但し、お席は必要です。）◎演出上開演後の入場は制限させていただく場合があります。

カラボス：スチュアート・キャシディ、他
指揮：福田一雄／井田勝大　演奏：シアター オーケストラ トーキョー

主催：TBS／神奈川芸術協会（横浜）／神奈川県民ホール（横浜）  オフィシャルエアライン：　　  　  制作：K-BALLET COMPANY／TBS

熊川哲也
フロリムント王子
5／26（水）・28（金）・
　29（土）・31　（月）・
6／26（土）昼・27（日）

荒井祐子
オーロラ姫
5／29（土）・31　（月）

東野泰子
オーロラ姫
5／26（水）・28（金）・
6／27（日）

神戸里奈
オーロラ姫
6／26（土）昼

Yuko AraiTetsuya Kumakawa

Yasuko Higashino Rina Kambe

Shiori AsakawaYusuke Osozawa

Kenta Shimizu Rie Matsuoka

遅沢佑介
フロリムント王子
6／26（土）夜

浅川紫織
オーロラ姫
6／26（土）夜

松岡梨絵
オーロラ姫
5／30（日）

清水健太
フロリムント王子
5／30（日）

［横浜］神奈川県民ホール ［東京］東京文化会館 大ホール ［東京］Bunkamuraオーチャードホール会場

料金

オーロラ姫
フロリムント王子

公演日
開場／開演

5／26（水）
18：00／18：30

5／28（金）
18：00／18：30

5／29（土）
13：30／14：00

5／30（日）
13：30／14：00

5／31（月）
18：00／18：30

6／26（土）
12：30／13：00

6／26（土）
17：30／18：00

6／27（日）
13：30／14：00

S席 ¥ 17,000
A席 ¥ 13,000
B席 ¥ 9,000
C席 ¥ 7,000

S席 ¥ 18,000
A席 ¥ 14,000
B席 ¥ 10,000
C席 ¥ 8,000

S席 ¥ 18,000
A席 ¥ 14,000
B席 ¥ 10,000
C席 ¥ 8,000

S席 ¥ 12,000
A席 ¥ 10,000
B席 ¥ 8,000
C席 ¥ 6,000

S席 ¥ 18,000
A席 ¥ 14,000
B席 ¥ 10,000
C席 ¥ 8,000

S席 ¥ 18,000
A席 ¥ 14,000
B席 ¥ 10,000

S席 ¥ 12,000
A席 ¥ 10,000
B席 ¥ 8,000
C席 ¥ 6,000

S席 ¥ 18,000
A席 ¥ 14,000
B席 ¥ 10,000

東野泰子
熊川哲也

東野泰子
熊川哲也

荒井祐子
熊川哲也

松岡梨絵
清水健太

荒井祐子
熊川哲也

神戸里奈
熊川哲也

浅川紫織
遅沢佑介

東野泰子
熊川哲也



美術家ピーター・ファーマー×
熊川哲也
壮麗なる宮廷絵巻を彩る
英国の伝統的色彩美の世界！

　「これまで世界各国のバレエ団で『眠れる森の美女』の美術を手掛けてきま
したが、この熊川版ではそれまでの経験とは異なるインスピレーションを得て、
新たな世界を提示できたと自負しています。なぜなら熊川哲也氏との仕事は、
私に多くの刺激と喜びを与えてくれます。私たちはよりよいものを創り上げるた
めに、とてもオープンに話し合いをしますが、そのたびにこの演出家の天賦の
才ともいうべき優れた資質を実感せずにはいられません。そして何より、ダン
サーとして傑出した才能を持ち、世界的にみても現在のバレエ界において最
も勢いのある彼と仕事を共にすることは、私にとってこのうえない楽しみでも
あるのです」 ̶̶ ピーター・ファーマー

　『眠れる森の美女』上演の成否を分かつのは、
主演のみならず、物語の軸を担う悪の精カラボ
スと善の精リラの確かな存在感、さらには高度
なソロを踊ることのできる優れたダンサーを多数
擁することも重要なポイント。この舞台では、プロ
ローグからラストに至るまで飽くことなく展開して
ゆく熊川の卓抜した演出手腕と、Ｋバレエならで
はのハイレベルなダンサー陣がそのすべての理
想を実現する。そして、極上のファンタジーが物語
としてのクライマックスを迎えた後、第3幕のオー
ロラ姫と王子の結婚式では、やはりこの熊川版
でも伝統に則り、色鮮やかな踊りが次 と々展開。
スピーディーかつ濃密な舞踊の集積が、観客を
さらなる夢の世界へと運んでくれる。

StoryKumakawa’s Production of
The Sleeping Beauty

チャイコフスキー三大バレエの中でも『白鳥の湖』『くるみ割り人形』を凌ぐスケール感と壮麗さを誇り、
バレエ芸術の集大成とも謳われる『眠れる森の美女』。
熊川哲也がこの歴史的大作を新プロダクションとして打ち出したのは2002年。
そこで実現したクオリティの高さと完成度は、カンパニー設立からわずか
３年目という若きバレエ団では到底不可能であろう次元へとすでに到達し、
センセーショナルなまでの感動を巻き起こした。宮廷バレエならではの荘厳な美、
クラシックの骨頂を堪能させるハイ・レベルな舞踊の数 、々そして豪華さの内に
隠れてしまいがちな物語のファンタジー性を熊川ならではの英知で描き切った
“究極のフェアリー・テイル” ̶̶世界一流カンパニーの証がここにある！

　とある王国のフロレスタン国王夫妻のもとに姫君が誕生し
た。姫の名はオーロラ。洗礼式で妖精たちが次々にお祝いを
捧げるなか、突然悪の精カラボスが現れる。この祝賀の席に自
分だけが招待されなかったことで怒りに燃えるカラボスは、腹
いせに呪いの言葉を投げつける。「姫は16歳の誕生日に糸車
の錘で指を刺して死ぬだろう！」。これを聞いた善の精リラは
「姫は死ぬのではなく百年の眠りにつくのです」と、新たな予言
で呪いを和らげる。
　オーロラ姫の16歳の誕生日。姫は不審な老婆が差し出した
糸車の錘で指を刺し、意識を失ってしまう。老婆が正体を現
すと、それはあのカラボスだった。リラの精は宮廷のすべての
人々を深い眠りにつかせる。
　百年の歳月が流れ、フロリムント王子が森へ狩りにやって来
る。彼こそはオーロラを救う理想の男性と見定めたリラの精は、
王子にオーロラの幻を見せる。そのあまりの美しさに心奪われ
た王子は、姫を救い出すため森の奥へと踏み込み、ついには
カラボスを滅ぼす。そして王子の口づけでオーロラの魔法はた
ちまち解け、ふたりは愛を誓い合うのだった。

既存のプリンス像を打ち破った
新時代のヒーロー、フロリムント王子
　『眠れる森の美女』に限らず、古典バレエの王子は憂愁に囚われているのが常。だが、熊川
版に登場するフロリムント王子は、その固定観念を覆す。「オーロラ姫が百年の眠りという試練
を経て完成された存在となるように、王子もまた呪いの主であるカラボスと実際に闘うことによ
り、愛する姫を自ら勝ち取るべきではないか」という熊川の意図のもとで生まれた王子は、高位
の者ならではの威厳を持ちつつも若者らしい覇気に満ち、よりヒロイックな存在として物語をド
ラマティックに彩る。王子がオーロラ姫との出会いにより愛する者を救い出すという使命に目覚
めたとき、ひとりの男として成長を遂げるさまは、まさに現代の感覚にもマッチしたヒーローの王
道ともいうべきもの。そんな王子と悪の精カラボスとの決死の闘いは、物語としての頂点であり、
熊川版を象徴する名シーンの一つとなっている。

一流バレリーナの
真骨頂がここに！
極光の輝きを放つ
オーロラ姫

赤ずきん、青い鳥、
長靴を履いた猫・・・
贅を極めた色とりどりの舞踊の数々が
熊川流ファンタジーを華麗に彩る！

「青い鳥とフロリナ王女」。
『眠れる森の美女』の
原作者シャルル・ペローと同時代の作家
ドーノワ夫人の物語からの登場。

ペローの童話『長靴を履いた猫』から
「長靴を履いた猫と白い猫」。

「赤ずきんと狼」。
『眠れる森の美女』
『シンデレラ』と並んで、
ペローの童話集の中でもっとも
ポピュラーな物語の一つ。

　オーロラの名にふさわしい輝きと美を携え、なおかつ高度で洗
練されたテクニックをも要求されるこの役は、バレリーナにとって永
遠の憧れであり、もっとも力量があらわになる難役の一つ。第3幕
の王子とのグラン・パ・ド・ドゥはもちろん、オーロラ役の最高の見
せ場となるのが、第1幕で姫が初めて舞台に姿を現し、求婚者た
ちと踊る「ローズ・アダージオ」である。なかでも、片足のつま先立ち
のままで次 と々求婚者の手を取るシーンは最も難易度が高いだけ
に、優れたバレリーナが踊るほどに華やかさを増し、観客の感動を
誘う。数あるクラシック・バレエの中でもバレリーナの至芸を堪能さ
せる、この最高にして最大の名場面はバレエファンならずとも必見。


