
オペラパレス OPERA PALACE

文化庁委託事業
「平成29年度次代の文化を創造する
新進芸術家育成事業」

主催：文化庁、新国立劇場　制作：新国立劇場

チケット料金（税込）   S席6,480円／A席5,400円／B席4,320円／学生席2,160円／Z席1,620円
新国立劇場ボックスオフィス03-5352-9999（10:00～ 18:00）   チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード：459-141）

指揮：デヴィッド・ガルフォース
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

2017年7月22日［土］15:00開演
Sat.22 July 2017 at 15:00   開場は開演の45分前

新国立劇場 オペラパレス  OPERA PALACE

バレエ・アステラス
BalletAsteras 2017

海外で活躍する日本人バレエダンサーを迎えて

KAGEYAMA Mai with Dawid TRZENSIMIECH ©Ewa Krasucka

KAMIKUSA Yoshiko
©Mirka Kleemold

KANNO Marina
©Yan Revazov

TERADA Midori & OKAWA Koya

KANAZASHI Jotaro

KUWABARA Mana
©Krasnoyarsk theatre Ballet

TAKANO Yonen
©Lado Vashidze

OMAKI Yuya
©Tiberiu Marta

NAKASHIMA Asami
©Tiberiu Marta

IKEDA Risako & IZAWA Shun
©SHIKAMA Takashi

Vaganova Ballet Academy



□S席 6,480円
■A席 5,400円
■B席 4,320円
■学生席 2,160円
■Z席 1,620円

バレエ・アステラス委員（五十音順） 　安達悦子     岡本佳津子     小山久美     小林紀子     牧 阿佐美     三谷恭三

指揮：デヴィッド・ガルフォース　 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

海外で活躍する日本人バレエダンサー（五十音順）
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バレエ研修所ホームページ
http://www.nntt.jac.go.jp/ballet/training/

交通のご案内
京王新線（都営新宿線乗入）新
宿駅より1駅、初台駅中央口直
結。山手通り、甲州街道交差点。
首都高速4号線新宿出口・初台
出口すぐ。首都高速中央環状線・
初台南出口、中野長者橋出口。
劇場地下に駐車場があります。ご
観劇の際は、駐車料を割引いたし
ます（駐車券をお持ちください）。

◎公演日程 ＜学生席のご案内＞
○学生対象（カルチャースクールなど、法令に
基づかない教育施設に在籍している方は除き
ます）。○限定70席（4階席のご案内となりま
す）。○新国立劇場ボックスオフィス（窓口・電
話）にて取扱い。○要学生証または年齢を確
認できるもの。
＊お申込みの際、学生券ご利用の旨をお知らせ
ください。＊アトレ会員先行販売期間中は、アト
レ会員ご本人様が学生の場合のみご購入い
ただけます。会員以外の学生・生徒の場合は、
一般発売日からご購入可能です。

＜備考＞
○会員割引を含む各種割引はございません。
○4歳未満のお子様のご同伴・ご入場はご遠
慮ください。お子様につきましても1人1枚チ
ケットをお求めください。○車椅子ご利用のお
客様はボックスオフィスまでお問い合わせくださ
い。○公演中止の場合を除き、チケットの変更
及び払い戻しはいたしません。○やむをえない
事情により出演者等が変更になる場合がござ
います。あらかじめご了承ください。

◎チケット取り扱い
新国立劇場ボックスオフィス
03-5352-9999（10:00 ～ 18:00）

Webボックスオフィス http://pia.jp/nntt/（PC・携帯共通）

チケットぴあ  0570-02-9999 （Pコード 459-141）

インターネット予約  http://pia.jp/t/ （PC・携帯共通）

2017年 7/22（土）15：00開演
開場は開演の45分前です。

▶アトレ会員先行販売期間 6/5（月）10：00~13（火）

▶一般発売日 6/15（木）10：00~

〒151-0071  東京都渋谷区本町1-1-1
TEL.03-5351-3011（代）

　　　　託児室〈キッズルーム『ドレミ』〉が
　　　　ご利用になれます。
一般発売日より受付開始。
公演の1週間前までに下記へ電話予約。定員制。

●利用料金：3ヶ月～ 1歳  2,000円／ 2 ～ 12歳  1,000円
●ご予約・お問い合わせ　
　㈱明日香（あすか）個人事業部
　  0120-165-115（土日祝を除く10時～ 17時）

◎座席と料金（税込）
   オペラパレス 1,792席

＊Z席は公演当日のみ、ボックスオフィスで販売。１人１枚。電話予約不可。詳しくはボックス
オフィスまでお問い合わせください。＊壁際、手摺近く、バルコニー、上層階の一部のお座席
で舞台が見えにくい場合がございます。また1階席前方のお座席ではダンサーの足元などが
見えにくい場合がございますので、ご了承ください。

A.Y.ワガノワ記念ロシア・バレエ・アカデミー生
『人形の精』組曲  日本における《セゾン・リュス（ロシアの季節）》 参加作品
振付：S.レガート／ N.レガート

寺田 翠 & 大川航矢
（タタールスタン国立ロシアカザン歌劇場）

『ラ・フィユ・マル・ガルデ』第2幕より グラン・パ・ド・ドゥ
振付：A. ゴルスキー

影山茉以 with ダヴィッド・チェンツェミエック
（ポーランド国立歌劇場バレエ団）

『眠れる森の美女』第3幕より  グラン・パ・ド・ドゥ
振付：M.プティパ

上草吉子 with ルーゼンバーグ・サンタナ
（カナダ ロイヤル ウィニペグバレエ）

『エスメラルダ』より  グラン・パ・ド・ドゥ
振付：M.プティパ

菅野茉里奈 with リシャト・ユルバリゾフ
（ベルリン国立バレエ）

『Multiplicity』より  チェロのパ・ド・ドゥ
振付：N. ドゥアト

桑原万奈 & 金指承太郎
（ロシア国立クラスノヤルスクオペラバレエ劇場）

『ドン・キホーテ』第３幕より  グラン・パ・ド・ドゥ
振付：M.プティパ／ A.ゴルスキー

高野陽年
（ジョージア国立バレエ）

『Still of King』
振付：J.エロ

中島麻美 &大巻雄矢
（スロヴェニア国立マリボル歌劇場）

『海賊』第2幕より  グラン・パ・ド・ドゥ
振付：M. プティパ

新国立劇場バレエ団
池田理沙子 &井澤 駿

『ソワレ・ド・バレエ』 振付：深川秀夫

新国立劇場
バレエ研修所

『シンフォニエッタ』 
振付：牧 阿佐美

©Yasuko Kageyama

バレエ・アステラス 2016『ワルツ』より ©瀬戸秀美

©David Cooper©David Cooper©Andrej Uspenski©Justyna Mielniczuk

「バレエ・アステラス」は海外で活躍する若手日本人ダンサーを応援したいという願いを
込めて2009年より開催されています。8回目となる今年は、世界各国から集まった7組
のダンサーのほか、数々のスターダンサーを輩出してきた名門ワガノワ記念ロシア・
バレエ・アカデミーの生徒たちも参加。世界で活躍するダンサーたちの熱い舞台と、
若き精鋭たちとの饗宴をお楽しみください。

バレエ・アステラス 2016より ©瀬戸秀美


