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Spring  2020

3年ぶりに、
あの海賊たちが帰ってくる――

おとこ

熊川哲也 Kバレエ カンパニー
PRESENTS

 The Rite of Spring
 Le Jeune Homme et la Mort

Simple Symphony

［芸術監督］熊川哲也
「トリプル・ビル2020」

熊川哲也の才気みなぎるシンフォニック・バレエの傑作

シンプル・シンフォニー
熊川哲也振付

ローラン・プティが選ばれしダンサーに贈った衝撃作

若者と死
ローラン・プティ振付

中村祥子、
遅沢佑介 

出演決定！！

ストラヴィンスキーが生んだバレエ音楽の革命的名作

春の祭典
渡辺レイ振付



〈お問い合わせ・ご予約〉チケットスペース03-3234-9999　　〈公演に関する詳細〉http://www．k-ballet.co.jp/ 
◎キャスト予定は2020年 2月3日現在。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://k-ballet.co. jp/ にてご確認ください。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。◎本
公演は5 歳以上の入場が可能です。◎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。◎開場は開演の30分前。

主催：　             特別協賛：　　　　　　　　　　 協賛：　　　　　　　オフィシャルエアライン：               協力：　　　　　　　　　制作：K-BALLET ／TBS 
Photographs :Toru Hiraiwa /Shunki Ogawa /Hidemi Seto / Ayumu Gombi

◎指揮：井田勝大  ◎管弦楽：シアター オーケストラ トーキョー

料金（税込）：S席￥13,000／Ａ席￥10,500／
　　　　　Ｂ席￥8,500／C席￥5,500

〈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　　TBS オンラインチケット TBS 熊川　検索
Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（オペレーター対応･10：00～17：30）  　オンラインチケット MY Bunkamura　MY Bunkamura　検索
Bunkamuraチケットカウンター（10：00～19：00）※「海賊」発売初日取り扱いなし  　東急シアターオーブチケットカウンター（11：00～19：00）※「海賊」発売初日取り扱いなし
チケットぴあ 0570-02-9999 （Pコード：「トリプルビル」499‐059／「海賊」500‐049）https://w.pia.jp/t/k-ballet/ 
ローソンチケット 0570-000-407（オペレーター） https://l-tike.com/k-ballet/（Lコード：「トリプル・ビル」32115／「海賊」33858）イープラス https://eplus.jp/kumakawa/ 

U-25￥3,500（5歳～25歳以下対象）
※当日年齢を証明するものを提示の上引き換え ※席位置未定
★U-25はチケットスペース／チケットぴあのみでお取り扱いとなります。

U-25￥3,500（5歳～25歳以下の方）
※当日年齢を証明するものを提示の上引き換え ※席位置未定

S親子席￥24,000　
※大人１名+ 5歳以上～小学6年生以下１名（S席エリア）　
※2枚1組でのお申し込み

A親子席￥20,000　
※大人１名+ 5歳以上～小学6年生以下１名（A席エリア）　
※2枚1組でのお申し込み

Aペア席￥21,000　※2枚1組でのお申し込み
★U-25、S親子席、A親子席、Aペア席はチケットぴあのみで
お取り扱いとなります。

5／28（木）
14：00

5／29（金）
14：00

5／30（土）
12：30

5／30（土）
17：00

5／31（日）
12：30

日程
開演

会場

メドーラ

コンラッド

アリ

グルナーラ

ランケデム

ビルバント

中村祥子
遅沢佑介
伊坂文月
小林美奈
髙橋裕哉
宮尾俊太郎

矢内千夏
堀内將平
山本雅也
成田紗弥
石橋奨也
西口直弥

矢内千夏
堀内將平
山本雅也
成田紗弥
石橋奨也
西口直弥

中村祥子
遅沢佑介
伊坂文月
小林美奈
髙橋裕哉
宮尾俊太郎

毛利実沙子
杉野 慧
関野海斗
戸田梨紗子
栗山 廉

グレゴワール・ランシエ

中村祥子
遅沢佑介
伊坂文月
浅野真由香
髙橋裕哉
宮尾俊太郎

5／29（金）
18：30

料金（税込）：S席￥13,500／A席￥11,500／B席￥8,500／C席￥6,500

3／20（金・祝）
13：30

3／21（土）
13：30

3／22（日）
13：30

日程
開演

会場

堀内將平
浅川紫織
毛利実沙子
伊坂文月

山本雅也
矢内千夏
成田紗弥
髙橋裕哉

堀内將平
浅川紫織
毛利実沙子
伊坂文月

山本雅也
矢内千夏
成田紗弥
髙橋裕哉

3／21（土）
17：30

小林美奈／杉野 慧
戸田梨紗子／石橋奨也

佐伯美帆／西口直弥
高橋怜衣／栗山 廉

小林美奈／杉野 慧
戸田梨紗子／石橋奨也　

佐伯美帆／西口直弥
高橋怜衣／栗山 廉

「春の祭典」 中村祥子／遅沢佑介／Kバレエ カンパニー

「若者と死」

「シンプル・
シンフォニー」

◎音楽は録音音源での上演となります。

Spring 2020「トリプル・ビル2020」〈4公演〉 「海賊」〈6公演〉［演出・再振付］熊川哲也［音楽］アドルフ・アダン／レオ・ドリーブ／リッカルド・ドリゴ／オルデンブルク公爵／チェーザレ・プーニ／レオン・ミンクス
［舞台美術・衣裳デザイン］ヨランダ・ソナベンド／レズリー・トラヴァース［照明デザイン］足立 恒

ロマンス、欲望、闘争、裏切りの連鎖――
多種多彩な人間模様を縦横に張り巡らせたストーリーは、
まさに冒険活劇の真骨頂。さらにラストには、このバレエの
象徴ともいうべき“奴隷アリ”がもたらす

ここでしか見ることのできない衝撃の
クライマックスが、観客を待ち受ける！

海賊の首領と恋に落ち、奴隷商人にさらわれる
波乱万丈の美しきヒロイン、それがメドーラ。

世界最高峰のプリマ中村祥子、
これがＫバレエで舞うラスト・ステージ！

男性ダンサーたちのダイナミックな魅力が炸裂！
首領コンラッドを中心とする個性際立つ男たちが
全編通して丁々 発止の活躍を見せるのがこのバレエ最大の魅力の一つ。
高度にして野性味あふれる踊りの圧倒的な見ごたえも
技巧派ぞろいのＫバレエならではだ。

古典の人気作の一つに数えられながら、全幕上演の機会は限られていたこの埋もれた名作に、
2007年、熊川哲也はそれまで誰も想像し得なかった鮮烈な命を与えた。　　　
七つの海を渡る海賊たちの略奪の日々 と、海賊船の難破を活写したプロローグからして
胸高鳴る舞台では、個性豊かな登場人物たちが躍動し、スリルと感動のドラマが繰り広げられていく。
Ｋバレエ カンパニーが世界に誇る看板レパートリー、
その壮大にして唯一無比の『海賊』ワールドが、今また幕を開ける！

Spring 2020

2／9（日）発売開始発売中！

　設立21年目に突入し、次のステージへと踏み出したＫバレエ カンパニー
の、さらなる飛躍への宣言ともいうべき挑戦的な新作が、現代音楽の革
命児ストラヴィンスキーの傑作を用いた『春の祭典』。野性的なエネルギー
に満ちた強烈無比な音楽は、1913年のバレエ・リュスでの初演以来、時
代を彩る振付家たちを魅了してきた。その大作で振付に挑むのは、コン
テンポラリー・ダンサーとしてキリアン率いるネザーランド・ダンス・シアター
など世界の第一線で活躍してきた渡辺レイ（Ｋバレエ カンパニー舞踊監
督）。原曲で描かれているのは太陽神を礼讃し、選ばれた乙女を生贄
に捧げる、というものだが、渡辺は設定を現代社会に置いた独自のア
プローチでこの時代を生きる我々へのメッセージを込めるという。

 “脱皮”――。
自由なようでいて、がんじがらめの現代社会。
杓子定規な価値観、周囲からの批判、誘惑、偽り……
自己を尊重して生きることがたやすくはないこの時代。
しかし、大切な何かを貫こうとする“意思ある者”は
抵抗や弾圧に遭いながらも守るべきもののためにその身をなげうつ。
魂の叫び、自らの解放――。
この現代社会の生贄は、決して弱き犠牲者ではない。
自ら進んで我が身を捧げる、強く、勇気ある者なのだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　――渡辺レイ

　屋根裏部屋に住む若き芸術家（若者）が冷酷無情な女に愚弄され、絶望の果てに自
死を選ぶ――。ジャン・コクトーの台本に、フランスの巨匠ローラン・プティが振り付けた
このバレエは、ヌレエフ、バリシニコフ、そして熊川哲也といった選ばれしトップダンサ
ーだけが踊ることを許されてきた格別な価値ある作品。満を持しての上演となる今公
演で抜擢されたのは山本雅也と堀内將平という才能あふれる若きダンサーたちだ。
在りし日のプティが「最上の“若者”」と讃美しこよなく愛したダンサー熊川のエスプリ

が、ついに次代へと受け継がれることとなる。さらに注
目すべきは、2018年に深刻な怪我により惜しまれなが
ら第一線を退いた名バレリーナ浅川紫織が本作にお
いて果たす奇跡の舞台復帰である。歴史的意味を持
つ継承と共に、熊川のミューズがステージに蘇るその
瞬間をぜひ目撃してほしい！

　英国を代表する作曲家ブリテンの同名交響曲を用いた抽象バレ
エの秀作（2013年初演）。熊川ならではの高度にして高密度なステッ
プをふんだんに織り込み、3組の男女が次 と々形を変えながら描き出

していく “舞踊の絵”は、まさにクラシッ
ク・バレエの美の結晶。深い緑と黒を
基調としたシックな衣裳と、色鮮やか
な舞台美術とのハイセンスな調和も踊
りを一層引き立て、この上なく贅沢な
気分にさせてくれる一作。

これはバレエ界に巻き起こす、今年最大の事件になるだろう――

『春の祭典』
The Rite of Spring

限られたダンサーのみに与えられる世紀の傑作

『若者と死』
Le Jeune Homme et la Mort

クラシックの多種多彩な美を凝縮した“動く絵画” 

『シンプル・シンフォニー』
Simple Symphony　
振付：熊川哲也　音楽：ベンジャミン・ブリテン（「シンプル・シンフォニー 作品4」）
舞台美術デザイン：鈴木俊朗　美術デザイン アシスタント：佐藤みどり
衣裳デザイン：前田文子　照明デザイン：足立 恒

芸術監督・熊川哲也が捧ぐ、不朽の名作！

中村祥子、遅沢佑介 出演決定！！
振付：ローラン・プティ　台本：ジャン･コクトー　
音楽：ヨハン・セバスティアン・バッハ（「パッサカリアとフーガ ハ短調」）
装置：ジョルジュ・ワケヴィッチ　振付指導：ルイジ・ボニーノ　
美術・照明スーパーバイザー：ジャン＝ミシェル・デジレ
衣裳：カリンスカ

［新作世界初演］
振付：渡辺レイ　
音楽：イーゴリ・ストラヴィンスキー　
衣裳：Die-co☆　照明デザイン：足立 恒
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