
熊川哲也 Kバレエ カンパニー

Spring Tour 2013

［芸術監督］熊川哲也

PRESENTS

熊川哲也　　 　 荒井祐子　　 　浅川紫織　　　　宮尾俊太郎　　　　遅沢佑介　　　 　神戸里奈　　　　佐々部佳代

◎キャスト予定は2013年3月1日現在です。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/company/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。6/8（土）・22（土）昼・29（土）昼
公演のみ、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。Photographs byNobuo Yano /Hidemi Seto / Jin Kimoto /Hirotsugu Okamura

［お問い合わせ・ご予約］  チケットスペース03-3234-9999 http://www.ints.co.jp/
［チケット取り扱い］チケットスペース03-3234-9999（オペレーター対応）　チケットスペースオンライン　 検索    （PCのみ）
TBSオンラインチケット　　TBS 熊川　　 検索　　
チケットぴあ　0570-02-9999　（Pコード 大宮：427-766／東京文化会館：427-767／オーチャードホール：427-768）http://pia.jp/t/k-ballet/
　 イープラス http://eplus.jp/kumakawa/　　
ローソンチケット0570-084-003　（Lコード　大宮：36736／東京文化会館：36739／オーチャードホール：36741）
0570-000-407（オペレーター対応）http://l-tike.com/k-ballet/
Bunkamuraチケットセンター　03-3477-9999　〈10：00～17：30〉（オーチャードホール公演のみ）
Bunkamuraオンラインチケット　http://www.bunkamura.co.jp/online/ ※事前登録必要
東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650（東京文化会館公演のみ）
ソニックシティちけっとぽーと048-647-4001（大宮公演のみ）

［公演に関する詳細］ 
http://www.k-ballet.co.jp/ 

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

日程
開場／開演

料金（税込）

ジゼル
アルブレヒト
ミルタ
ヒラリオン

6／1（土）
14：30／15：00
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000
C席￥8,000
佐々部佳代
熊川哲也
浅川紫織
S・キャシディ

6／6（木）
13：30／14：00
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000
C席￥8,000
佐々部佳代
熊川哲也
浅川紫織
S・キャシディ

6／7（金）
18：00／18：30
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000
C席￥8,000
神戸里奈
熊川哲也
白石あゆ美
S・キャシディ

6／9（日）
13：30／14：00
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000
C席￥8,000
佐々部佳代
熊川哲也
浅川紫織
S・キャシディ

6／8（土）
13：30／14：00
S席￥12,000
A席￥10,000
B席￥8,000
C席￥6,000
荒井祐子
宮尾俊太郎
井上とも美
遅沢佑介

会場　　　　　［大宮］大宮ソニックシティ 大ホール　　　　 　［東京］東京文化会館 大ホール

6／30（日）
13：30／14：00
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

佐々部佳代
熊川哲也
浅川紫織
S・キャシディ

日程
開場／開演

料金（税込）

ジゼル
アルブレヒト
ミルタ
ヒラリオン

6／22（土）
12：00／12：30
S席￥12,000
A席￥10,000
B席￥8,000
C席￥6,000
浅川紫織
遅沢佑介
佐藤圭
N・ヴィユウジャーニン

6／22（土）
16：00／16：30
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

佐々部佳代
熊川哲也
白石あゆ美
S・キャシディ

6／23（日）
13：30／14：00
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

佐々部佳代
熊川哲也
白石あゆ美
伊坂文月

6／29（土）
16：00／16：30
S席￥18,000
A席￥14,000
B席￥10,000

佐々部佳代
熊川哲也
浅川紫織
伊坂文月

6／29（土）
12：00／12：30
S席￥12,000
A席￥10,000
B席￥8,000
C席￥6,000
荒井祐子
宮尾俊太郎
井上とも美
遅沢佑介

会場　　　　　　　　　　　　　　　 　［東京］Bunkamuraオーチャードホール 〈その他の全国公演〉

［鳥栖］6／13（木）鳥栖市民文化会館
［大阪］6／15（土）フェスティバルホール
　　［岩手］6／19（水）岩手県民会館
［新潟］6／27（木）新潟県民会館  

主催：　　　／  　　　　　　　　　　　　　　　　　（オーチャードホール公演のみ）                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特別協賛：　　　　　 株式会社オンワードホールディングス
協賛：　　　　チャコット株式会社　オフィシャルエアライン：　　　　
制作：K-BALLET COMPANY／TBS

Spring Tour 2013



Production /Additional Choreography Tetsuya Kumakawa
［演出・再振付］熊川哲也

Original Choreography Marius Petipa （after Jean Coralli,Jules Perrot）
［原振付］マリウス・プティパ（ジャン・コラーリ／ジュール・ペロー版による）

Music Adolphe Adam
［音楽］アドルフ・アダン

　しばらく観ていないと、どうしようもなく観たく
なる作品がある。いつのまにか耳の奥に音楽が
流れてきて、脳裡にさまざまな場面が蘇る。たし
かに『ジゼル』もそうした演目の一つだ。村娘ジ
ゼルと貴公子アルブレヒトの恋、アルブレヒトの裏
切り、狂乱の果てのジゼルの死――そして此岸
と彼岸の狭間のような夜の森で繰り広げられる
精霊ウィリたちの世界、死してなおアルブレヒト
を愛するジゼルが彼に捧げる至高の赦し――
19世紀ロマンティック・バレエの傑作として今日
まで受け継がれてきた『ジゼル』は、究極の演劇
性と舞踊性が要求される作品だ。
　Kバレエ カンパニーにとっても『ジゼル』は特
別な位置にある。熊川哲也の古典改訂への取
り組みは、2001年秋の『ジゼル』から始まったの
だから。初演時、ほかならぬ自分自身が犯した
過ちのせいで息絶えたジゼルの亡骸を抱きし

だが、４年ぶりの上演となる今回の公演では、ひ
たむきな若さのうちにも愛の深い陰影を見せて
くれるのではなかろうか。ラスト、暁の鐘が鳴る中
でジゼルと永遠に別れたアルブレヒトをかき消す
ように幕が降りた時、私たちは彼の姿に何を見
て、何を思うのだろう。期待は尽きない。
　たとえ基礎知識がなくても舞台を見ているだ
けで作品世界を理解し、そこに没頭できるのは
熊川版古典全幕バレエの大きな特徴だが、『ジ
ゼル』も例外ではない。全面的な見直しをはかる
という今回の公演では、これまで以上に演劇と
舞踊が緊密に融合した、ドラマティックな舞台が
現出することだろう。幾多の大作の上演を経て
充実の時を迎えたカンパニーが描く唯一無二
の愛の物語は、観る者の胸を新たな感動で満
たしてくれるに違いない。

めながら、声にならない慟哭にむせんだ熊川
アルブレヒトの姿は、今も鮮明に記憶に残ってい
る。恋とは、愛とは何なのか。取り返しのつかな
い愛の過失を償うことは、また赦すことはできる
のか。人間が存在する限り永遠に続くであろう
この問いかけに、『ジゼル』は一つの啓示を与え
てくれるが、作品の味わいはダンサーがアルブ
レヒトをどう解釈し、どう演じるかによって大きく
変わってくる。
　ふたりの女性の間で心が揺れ、それゆえに
悲劇をもたらすのは『白鳥の湖』のジークフリー
ド王子や、『ラ・バヤデール』のソロルにしても同
じにしろ、アルブレヒトが彼らと決定的に違うの
は、すべてが終わった後もひとりで生き続けな
ければならないという点にある。彼にはその後
の物語が残されているのだ。これまで等身大
のアルブレヒト像で感動を与えてきた熊川哲也 （文：堤 理華 舞踊評論家）

　舞台はドイツの農村。美しい村娘ジゼルには、ロイスという恋人がいる。実
は侯爵でその名をアルブレヒトというが、身分を隠して村人になりすましている。
そうとは知らないジゼルはロイスの愛を純粋に信じ、恋人と共に過ごすその姿
は幸せにあふれている。一方、ジゼルに思いを寄せる森番のヒラリオンは、ロイ
スの存在に疑念を抱き、ジゼルとの仲を裂こうと間に割って入る。しかし、どこ
か威厳に満ちたロイスの態度を前に悔しげに引き下がるしかない。
　葡萄収穫祭の女王に選ばれたジゼルは、ロイスと共に村人たちの踊りの輪
に加わる。母親は心臓の弱いジゼルを心配して踊りをやめるようたしなめると、
「踊り続けると命を落としてウィリになってしまうよ」と、結婚前に死んだ乙女たち
の霊の伝説を語り始める。
　そこにクーランド大公と娘のバチルドら狩りの一行がやって来る。バチルド
は実はアルブレヒトの婚約者。うろたえて身を隠すロイス（アルブレヒト）の姿を
目にしたヒラリオンは、彼の小屋に忍び入り、ついに貴族である確証をつかむ。
その証拠を見せられ、恋人の裏切りを知ったジゼルは、深い絶望のあまり狂気
に至り、ついには息絶える。哀しみに打ちひしがれるアルブレヒトは、ジゼルが
眠る森へと向かう。そして――。

『白鳥の湖』や『眠れる森の美女』といった名作が
生まれる以前に世に送り出されたこの『ジゼル』は、
ロマンティック・バレエの名作として
今なお人々 の心をつかみ、魅了し続けています。
それはひとえにジゼルという名の少女が、
死してなお貫き通す愛の力への深い感銘にほかなりません。
愛のみを信じ、愛することをひたむきにまっとうする――
そんな彼女の穢れない純真さは、時代を超えて
多くの観客の心に響き、そして僕自身もまた、
ジゼルに恋をし続けているのです。
これは観客に向けて踊るバレエではありません。
客席は森、舞台の上で沸き起こる感情と
化学反応こそがすべて。
アドルフ・アダンをはじめとする
素晴らしい偉人たちが作り上げた
世界に宿る魂に抱かれながら、
僕は再びジゼルと出会い、我が身を浸したい。
何物にも代えがたい、この究極の高みの世界に。

　　　　　　　―――熊川哲也

芸術監督・熊川哲也が2001年に手掛けた初の全幕プロダクション、
それがロマンティック・バレエ最高傑作『ジゼル』。 
絶賛を浴びた最新作『シンデレラ』に至るまでの10年の蓄積と、
今現在の自身が抱くバレエ芸術への尽きせぬ理想とを舞台に反映すべく、
4年ぶりの上演となる今回は、美術・演出を含め全体的に見直し、
より成熟した作品への到達を目指すと熊川は言う。
芸術家としてさらなる深淵な境地に在る今だからこそ
ふたたび立ち返り、高みへと向かう『ジゼル』、
今だからこそ踊る熊川の、唯一無二のアルブレヒト、
そして新たに生まれる美しきジゼルたちの競演――
2013年、またここに愛のドラマが生まれる！

熊川哲也が織りなす魂揺さぶる孤高の愛の物語、開幕！
初演から12年、演出・美術も新たにあの名作が生まれ変わる̶̶


	1
	2

