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その他の全国公演
◎ 10／8（金）［名古屋］愛知県芸術劇場 大ホール〈Aプロ〉
◎ 10／10（日）・11（月・祝）［神戸］神戸国際会館こくさいホール〈Aプロ〉
◎ 10／13（水）［鳥栖］鳥栖市民文化会館ホール〈Aプロ〉
◎ 10／18（月）［札幌］北海道厚生年金会館〈Aプロ〉

「コッペリア」〈Aプログラム〉

「白鳥の湖」〈Ｂプログラム〉

◎キャスト予定は2010年8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。
（10/3、30、31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 by Ayumu Gombi／Jin Kimoto／Shunki Ogawa／Hirotsugu Okamura／Hidemi Seto／Nobuo Yano

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

［予約・お問い合わせ］ 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/ 
チケットぴあ0570-02-9999（Pコード東京文化：406-399／オーチャード：406-400） 
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　東京文化：39603／オーチャード「コッペリア」：39604、「白鳥の湖」：39605） 
CNプレイガイド0570-08-9999　http://cncn.jp 
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）
Bunkamuraチケットセンター03-3477-9999（オーチャード公演のみ）

会場

料金

フランツ
スワニルダ

公演日
開場／開演

10／2（土）
18：00／18：30
S席 ￥18,000
A席 ￥14,000
B席 ￥10,000
C席￥　8,000

［東京］東京文化会館 大ホール

熊川哲也
荒井祐子

10／4（月）
18：00／18：30
S席 ￥18,000
A席 ￥14,000
B席 ￥10,000
C席￥　8,000
熊川哲也
荒井祐子

10／3（日）
13：30／14：00
S席 ￥12,000
A席 ￥10,000
B席 ￥　8,000
C席￥　6,000
橋本直樹
神戸里奈

会場

料金

オデット／オディール
ジークフリード

公演日
開場／開演

10／30（土）
15：30／16：00
S席 ￥12,000
A席 ￥10,000
B席 ￥　8,000
C席￥　6,000

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

松岡梨絵
宮尾俊太郎

10／31（日）
13：30／14：00

ロベルタ・マルケス
浅田良和

［東京］Bunkamuraオーチャードホール

10／23（土）
13：30／14：00
S席 ￥18,000
A席 ￥14,000
B席 ￥ 9,000
C席￥　7,000

［東京］Bunkamuraオーチャードホール［横浜］神奈川県民ホール

熊川哲也 熊川哲也
東野泰子 東野泰子

10／28（木）
13：30／14：00

S席 ￥18,000
A席 ￥14,000
B席 ￥10,000

S席 ￥18,000
A席 ￥14,000
B席 ￥10,000

熊川哲也

10／27（水）
18：00／18：30

神戸里奈

演奏：シアター オーケストラ トーキョー  指揮：福田一雄／井田勝大

主催：TBS／神奈川芸術協会（横浜）／神奈川県民ホール（横浜）
特別協賛：
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
衣裳協力：オンワード樫山／チャコット株式会社



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

Original Choreography
Marius Petipa／Lev Ivanov
［原振付］マリウス・プティパ／レフ・イワーノフ

Music
Peter Ilyich Tchaikovsky
［音楽］ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

Set and Costume Design
Yolanda Sonnabend／Leslie Travers
［舞台美術・衣裳］ヨランダ・ソナベンド／レズリー・トラヴァース

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

Music
Léo Delibes
［音楽］レオ・ドリーブ

Set and Costume Design
Peter Farmer
［舞台美術・衣裳］
ピーター・ファーマー

コッペリア

白鳥の湖
Artistic Director Tetsuya Kumakawa
［芸術監督］熊川哲也

Artistic Director Tetsuya Kumakawa
［芸術監督］熊川哲也

Kバレエ カンパニーが世界に誇る現代最高峰の総合芸術！熊川版グランド・バレエ、豪華２プログラム上演決定!!
笑いと驚き、そして発見の連続
̶̶劇場をかつてない至福で満たしたロマンティック・バレエの画期的傑作！

驚愕の美の世界、圧巻の結末
̶̶伝統を凌駕した感動巨編！

神戸里奈　10／3（日）・27（水）
『コッペリア』初演ツアー（2004年）以来、
揺るがぬ人気を誇るのが
神戸里奈の踊るスワニルダ。

『くるみ割り人形』のクララなどにも共通する、
愛らしさや純粋性、豊かな冒険心を
たたえた役柄は、まさに彼女の真骨頂。
春の『眠れる森の美女』では、
近年の内面的成熟のもとで満を持しての
オーロラ役デビューを果たした今、
さらなる魅力を携えて向かうこの最高の
当たり役は必見。

松岡梨絵10／30（土）
芸術監督・熊川に「生まれながらのプリンシパル」とも
いわしめたこの美しきプリマには、
いかなる役も自身に引き寄せる不思議な力がある。
情熱のままに生きる魔性の女カルメンから、
柔らかな気品に満ちた『眠れる森の美女』の
オーロラ姫まで、演じてきた役柄は実に幅広い。
トップの座に就いて4年。
その身にまとった気高さと美しさは
変わることなく彼女を輝かせ、
観客を虜にしてやまない魅力にあふれる。

浅田良和10／31（日）
『ロミオとジュリエット』のマキューシオ役への抜擢で始まった
昨シーズンは、『くるみ割り人形』で早くも
全幕初主演を果たすなど、プロ1年目とはにわかに信じがたい
異例の快進撃でその存在を強く印象づけた。
先頃の『眠れる森の美女』の青い鳥でも顕著なように、
理想的なフォルムの脚がひと際目を引く美しい身体は柔軟性とバネに富み、
絶妙なバランスでエレガンスとパワーが同居する。
この若き才能が挑む、初のジークフリード王子に期待高まる！ ロベルタ・マルケス10／31（日）

ドラマの核心へと迫る豊かな感情表現と、
流れるようにしなやかな踊りから立ちのぼる優美さは、
舞台に得もいわれぬ煌めきと芳しさをもたらす。
昨年秋のKバレエ カンパニー『ロミオとジュリエット』では、
熊川哲也のパートナーとして可憐で
エモーショナルなジュリエットを披露、
日本の観客の心に深い感動を刻んだ。
英国ロイヤル・バレエ団在籍6年目、
イギリスでこよなく愛されるこのプリマは、
今まさしく成熟期。

宮尾俊太郎 10／30（土）
近年、バレエ界のみならずCMやテレビドラマ、映画出演など、
幅広いフィールドでスター性を発揮し、新境地を拓いている。
昨年みまわれた怪我を乗り越え、
本公演でのジークフリード役が全幕バレエへの本格復帰。
183cmという恵まれたスタイルに古典の美徳たる気品を携え、
天性の牽引力で観客を惹きつける宮尾が、
この1年のあらゆる経験を糧に踊る
王子役の進化は見逃せない。

橋本直樹　10／3（日）
『海賊』のアリや『ロミオとジュリエット』のマキューシオといった、
ストーリー上のキーパーソンであり、踊りとしての重要な見せ場をも担う役柄で、
強烈な存在感を見せてきた。本公演は『くるみ割り人形』に続く2作目の全幕主演。
舞台で放たれる陽光のような明るいオーラと、忠実かつ真摯でありながら
観る者を高揚させずにおかない鮮烈なテクニックとを持ち味とする橋本の個性を、
フランツ役は最大限に堪能させてくれるだろう。

東野泰子
［スワニルダ］

Yasuko Higashino

10／23（土）・28（木）

熊川哲也
［フランツ］

Tetsuya Kumakawa

10／2（土）・4（月）・
　　23（土）・27（水）・

　 28（木）

荒井祐子
［スワニルダ］

Yuko Arai

10／2（土）・4（月）

　時は19世紀半ば。ヨーロッパのとある村に、コッペリウスとい
う風変わりで偏屈な老人が住んでいる。理想の女性を模った
機械人形を作ることに執念を燃やす彼は、村の人気者スワニ
ルダを見かけては、その美しさを自分の人形に取り入れようと、
スケッチしたりしている。一方、スワニルダの恋人フランツは、
近頃コッペリウスの家のバルコニーにいる美しい娘コッペリア
が気になって仕方がない。スワニルダは当然、心穏やかでは
ない。ある時、コッペリウスが道端に落としていった家の鍵を
見つけたスワニルダと友人たちは、いたずら心からコッペリウ
スの留守宅に侵入していく。そしてフランツもまた、コッペリア
と話してみたいと、梯子を手にひとりバルコニーを昇り始める。
謎のコッペリウス宅で彼らを待ち受けていたものは̶̶ !? 

　ジークフリード王子の誕生日。成人を迎えた彼は、母である王妃から翌日の
舞踏会で花嫁を選ぶよう命じられる。その夜、湖のほとりで王子はオデットに
出会い、あまりの美しさにひと目で恋に落ちる。王子の誠実さに心を許したオ
デットは、悪魔ロットバルトの呪いによって白鳥に変えられ、夜の間だけ人間の
姿に戻れるという、自身の悲しい身の上を語る。彼女を救うために永遠の愛を
誓う王子。だが、舞踏会当日、ロットバルトの策略によって王子はオデットによく
似たオディールに愛を誓ってしまうのだった……。

Kumakawa's Production of 
Story

Kumakawa's Production of 

Story

Program A

Program B

客席から幾度となく沸き起こる笑い声、躍動する舞踊の数々を目にする高揚感……
現代バレエ界最高のストーリー・テラー熊川哲也が、その研ぎ澄まされた感性で、
清新かつコミカルに仕立てあげた名作、それが『コッペリア』。
物語を彩るのは、美しい村娘スワニルダに執心するあまり
彼女そっくりの機械人形作りに没頭する変わり者の老人コッペリウスをはじめ、
現代性豊かにいきいきと描き出されたキャラクターたち。
クラシック・バレエ本来の優美さが、熊川ならではの
抜群のユーモア・センスと融合した舞台は極上の楽しさに満ちあふれ、
まさに高級コメディーを見るような興奮と爽快感を与えてくれる。

トップダンサーの豪華競演！
熊川哲也が『ドン・キホーテ』バジルにも匹敵する

当たり役フランツを４年ぶりに披露

Ｋバレエ カンパニーの発展を彩る代表的レパートリーとして、
その絶対的評価にふさわしい進化を今なお遂げ続けている『白鳥の湖』。
伝統への限りない敬意のもと、現代を生きる古典の新たな可能性を切り拓いたこの熊川版は、
〈バレエの代名詞〉たる本作の魅力を稀にみる完成度で描き切った
一大傑作として、演出家・熊川哲也の才能を世に知らしめた。
オデット／オディールと相対する王子ジークフリードの心の軌跡を軸としたドラマは、
観客の意識をそらさぬスピーディーな展開とあいまって、
止むことなく感動を高めてゆく。
英国を代表する美術家ヨランダ・ソナベンドによる
圧巻の美術が彩るこの神秘の世界は、一度目にしたら忘れられない美の骨頂！

『海賊』のアリや『放蕩息子』などの名演で
一躍脚光を集める橋本直樹が、
熊川版スワニルダの象徴ともいうべき神戸里奈を
パートナーにフランツ役デビュー！

Rina Kambe
Naoki Hashimoto
神戸里奈

（スワニルダ）

橋本直樹
（フランツ）

Shuntaro Miyao
Rie Matsuoka

英国ロイヤル・バレエ団プリンシパル

ロベルタ・マルケス
（オデット／オディール）

浅田良和
（ジークフリード）

Yoshikazu Asada
Roberta Marquez

松岡梨絵
（オデット／オディール）

宮尾俊太郎
（ジークフリード）

待望！バレエ界内外から今もっとも熱い注目を集める宮尾俊太郎が、
Ｋバレエを代表する美しきプリマ松岡梨絵との共演で

全幕作品に完全復帰！

英国ロイヤル・バレエの名花ロベルタ・マルケスという最高のパートナーを得て、
世界クラスの若き才能・浅田良和が初のジークフリード役に挑む！

1.ストレッチ性　表も裏も伸びる。表地は軽く、
ストレッチ性がある上、裏地にもストレッチ裏地や
パワーネットを用いて伸縮性を確保。

2.軽量化　素材、縫製から接着芯・増芯などの
副資材の選定に至るまで軽量化にこだわり、
空気を着ているような軽い着心地を実現。

3.保型性　保型性 縫製テクニックや
パターンワークを駆使し、しわになりにくく、
型崩れしない、より快適な着心地を追求。

オンワード樫山（お客様相談室）
　　0120-586-300 www.onward.co.jp/

ONWARD TECHNOLOGY
A I R  J A C K E T

Autumn2010 Collaboration


