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（全 6 枚送付） 

7月演劇公演『願いがかなうぐつぐつカクテル』 公演実施及び  

2020/2021シーズンバレエ開幕公演演目変更等のお知らせ 

 

新国立劇場では、このたび、政府、東京都の方針及び（公社）全国公立文化施設協会による新型コ

ロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえて、新型コロナウイルス感染予防、拡散防止への対

応策を徹底し、7月の演劇公演『願いがかなうぐつぐつカクテル』公演を実施することといたしまし

た。 

また、2020/2021シーズンバレエ開幕公演の演目を『白鳥の湖』から『ドン・キホーテ』に変更す

ることといたしました。 

 

上記含め以下 4点、ご案内申し上げます。 

 

 

① 演劇『願いがかなうぐつぐつカクテル』公演実施について 

新国立劇場では、このたび、政府、東京都の方針及び（公社）全国公立文化施設協会による新型コ

ロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえて、新型コロナウイルス感染予防、拡散防止への

対応策を徹底し、7月の演劇公演『願いがかなうぐつぐつカクテル』公演を実施することといたし

ました。 

下記のような様々な制限、制約の中での上演となりますが、お客様におかれましては、何卒ご理解、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

なお、感染状況や政府等の要請により、今後も変更や中止を余儀なくされる可能性もございます。

最新情報はウェブサイト等で随時お知らせいたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

その他の公演の開催につきましては、追ってお知らせいたします。 

 

新国立劇場ニュース 

２０20年（令和二年）6月 5日号 

公益財団法人 新国立劇場運営財団 

広報室 広報第一係 

担当：松延／清水／大島 

〒151-0071 渋谷区本町１－１－１ 

ＴＥＬ：０３－５３５２－５７８１ 

ＦＡＸ：０３－５３５２－５７０９ 

E-mail: press@nntt.jac.go.jp 

 

重要なお知らせ 
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【公演日、チケット、座席について】 

・下記の日程で公演を行います。中止公演のチケットをお持ちの方は、別の公演日にお振替又は払

い戻しを承ります。該当のお客様には別途ご連絡いたします。 

 

2020 年 7/9(木)19 時, 10（金）19 時, 11（土）13 時, 12（日）13 時, 14(火)13 時, 15（水）13

時, 16（木）19時, 17（金）19時, 18(土)13時, 19（日）13時, 21（火）13時, 22（水）13時, 

23（木・祝）13時, 24（金・祝）13時, 25（土）13時, 26（日）13時  

 

※7/4(土)14 時、5(日)14 時プレビュー公演、18（土）18 時, 23(木・祝)18 時, 25(土)18 時公演

は中止となります。また、24（金・祝）13時公演が追加となります。 

 

・適切な間隔を保つため、前後左右をあけた席配置（全指定席）といたします。 

・お連れ様同士（ご家族、お子様連れ含む）でも間隔をあけて着席いただきます。 

・すでにチケットをお持ちのお客様には、座席の移動をお願いする場合がございます。該当のお客

様には別途ご連絡いたします。 

・チケット発売日は以下の通りとなります。 

アトレ会員先行発売日：6月 25日（木）10:00 

新国演劇先行メンバーズ発売日：6月 26日（金）10:00 

一般発売日：6月 27日（土）10:00 

・チケット料金は変更ございません。 

 

 

【お客様へのお願い】 

〇以下のお客様はご観劇をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 

・37.5度以上の発熱がある方。ご来場前の検温をお願いいたします。 

・過去 2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方 

・咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、目の痛みや結膜の充血、頭

痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等による体調不良の方 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方 

・過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴

及び当該在住者との濃厚接触がある方 

 

※上記の理由や感染予防のためにご観劇を取り止められる場合、チケット代金は払い戻しさせてい

ただきます。ご観劇を取り止められる場合、必ず、新国立劇場ボックスオフィスまで事前にお電話

ください。 
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〇来場者カードへのご記入、提出をお願いいたします 

万が一新型コロナウイルスに感染された方がご観劇された場合には、保健所に速やかに報告すると

ともに、ご来場者様のお名前、緊急連絡先を保健所と共有させていただきます。いただいた個人情

報はその他の目的以外には使用せず、公演日から４週間保管後、適切な手段で廃棄いたします。混

雑緩和のため、事前に来場者カード（劇場サイト内でダウンロード可能）にご記入、ご持参いただ

けますと幸いです。 

また、ご来場者様におかれましても、チケット半券を保管いただくなど、来場日時、公演名、座席

の記録をお願いいたします。 

 

〇「こまめな手洗い」と「アルコール消毒」をお願いいたします。 

新国立劇場は洗面所に液体石鹸、ペーパータオル、ロビーには消毒用アルコールを各所に設置して

おりますのでご利用ください。また、ご来場時にはスタッフがお客様の手指消毒のご依頼をさせて

いただきます。 

 

〇劇場内ではマスクを着用し、咳エチケットにご協力ください。 

マスクを着用していないお客様のご入場はご遠慮いたただきます。 

 

〇客席、ホワイエ等でのご歓談、公演中の来場者同士の接触はお控えください。着席時に自席の前

を他のお客様が通る場合は、接触を避けるようご協力をお願いいたします。 

 

〇座席の移動は固くお断りいたします。 

 

〇舞台の出演者に対するブラボーなどのご声援はご遠慮ください。 

感動のお気持ちは拍手で頂戴できますと幸いです。 

 

〇楽屋口、初台駅構内、付近など公共の場を含めて出演者等の入待ち、出待ちはご遠慮いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

〇ボックスオフィス、開場時の入り口、お手洗いやプログラム販売での整列の際には、最低でも１

ｍ以上の間隔を空けてお並びください。 

 

【新国立劇場における感染予防への取り組み】 

〇検温のため、新国立劇場内に赤外線サーモグラフィを設置いたします。 

結果によってはお客様にお声がけさせていただき、再度体温測定をさせていただきます。37.5 度

以上のお客様のご入場はお断りいたしますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。 

 

〇換気を強化します。 

開場時、ならびに休憩時に、外気を取り入るために、ドア・窓ガラスを開放して換気を強化します。

客席内の室温が適温にならない場合がありますので、寒暖に対応できる服装でお越しください。 
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〇開演 45分前にロビー開場いたします。またご退場時は座席ブロックごとに順にご案内いたしま

す。 

混雑緩和のために開演 45 分前にロビー開場、30 分前に客席開場いたします。また、ご退場時は、

座席ブロックごとに順にご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

〇チケット半券のもぎりは、お客様にお願いいたします。 

チケットはスタッフが目視で確認いたします。お客様ご自身で半券を切り取ってご入場ください。 

 

〇以下のサービスを休止いたします。 

クローク（お手荷物は少な目にしてご来場ください） 

オペラグラス、ひざ掛けの貸し出し 

物販（プログラムは販売いたします） 

ブッフェ 

託児サービス 

チラシ・アンケート等の手渡しによる配布（ご希望の方はご自身でお持ちください） 

給水機の使用 

うがい薬のトイレへの設置 

 

〇ロビーのテーブル、椅子の一部を撤去いたします。 

 

〇清掃を強化します。 

ドア、手すりなどの多くのお客様がお手を触れられる箇所は消毒液などを使用した清掃を強化いた

します。 

 

〇出演者等へのプレゼント（花束、お手紙などを含む）のお預かりはお断りいたします。 

 

〇接遇担当の劇場スタッフは、フェイスシールド及びマスクを着用して対応させていただきます。 

 

〇出演者、スタッフは毎日検温を実施するなど、全関係者の健康・衛生面に関して徹底した管理を

実施しております。 

 

また、新国立劇場では、開場時から終演時まで看護師が常駐しております。看護師にご相談を希望

される場合は、スタッフまでお申し出くださいませ。 
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② 2020/2021シーズンバレエ開幕公演 演目変更のお知らせ 

2020/2021 シーズンバレエ開幕公演として、2020 年 10 月 23 日（金）～11 月 1 日（日）に上演を

予定しておりました『白鳥の湖』（新制作）は、海外のバレエ団の協力を得てプロダクションの制

作を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の世界的影響により、今秋の公演に向けて

準備を継続することが困難となりました。このため、2020/2021シーズン開幕には、去る 5月に予

定されておりました『ドン・キホーテ』を上演することといたします。『ドン・キホーテ』の公演

概要は以下の通りです。 

 

2020/2021シーズンバレエ公演『ドン・キホーテ』７回公演 

公演日時：10月 23日（金）19:00、24日（土）13:00/18:30 、25日（日）14:00  

31日（土）13:00/18:30、11月 1日（日）14:00 

 

会場：新国立劇場 オペラパレス 

音楽：レオン・ミンクス 

振付：マリウス・プティパ／アレクサンドル・ゴルスキー 

改訂振付：アレクセイ・ファジェーチェフ 

美術・衣裳：ヴァチェスラフ・オークネフ 

照明：梶 孝三 

指揮：未定 

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団 

 

出演： 

10月 23日（金） 19:00 キトリ：米沢 唯 バジル：井澤 駿 

10月 24日（土） 13:00  キトリ：木村優里  バジル：渡邊峻郁 

        18:30  キトリ：小野絢子  バジル：福岡雄大 

10月 25日（日） 14:00   キトリ：柴山紗帆  バジル：中家正博 

10月 31日（土） 13:00   キトリ：池田理沙子  バジル：奥村康祐 

   18:30   キトリ：米沢 唯  バジル：速水渉悟 

11月 1日（日） 14:00  キトリ：小野絢子  バジル：福岡雄大 

 

料金：S席 13,200円/A席 11,000円/B席 7,700円/C席 4,400円/D席 3,300円 

 

チケット発売日、販売スケジュール及び方法については、決定次第ウェブサイトでお知らせいたし

ます。 

なお、『白鳥の湖』については、2021/2022 シーズンでの開催に向けて準備を進めて参ります。詳

細については、決定次第お知らせいたします。 
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③ 「2020新国フェス」中止及び「選べる！夏のこども劇場セット 2020」販売中止のお知らせ 

2020 年 6 月～9 月に開催予定でありました「2020 新国フェス」につきまして、対象公演の約半数

が中止となったことに鑑み、中止とさせていただきます。 

また、「選べる！夏のこども劇場セット 2020」につきまして、公演の実施に向けて演目毎に販売

を検討しており、セットでの同時販売が困難になったため、販売を中止させていただきます。お客

様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご観劇をご希望の際は、公演ごとにチケットをお求め下さい

ますようお願い申し上げます。 

 

④ 2020/2021シーズンセット券の販売中止とお申し込み取り消しのお知らせ 

2020/2021シーズンオペラ、バレエ＆ダンスセット券につきまして、お申し込みをいただきました

お客様には大変申し訳ございませんが、以下の事情により、販売を中止し、全てのお申し込みを取

り消しとさせていただくことといたしました。 

 

5月 25日、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は解除されましたが、（公社）全国公立文化

施設協会が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインにおいて、劇場における公演再

開のための要件の一つとして、前後左右を空けるなど感染予防措置がとれる座席配置とすることが

求められております。また、政府が示す催物の開催制限等に係る目安においても本来の客席数の

50％以内の収容率等で実施することとされています。これらの要件が解除される時期は明らかでは

ありませんが、通常の配席プランで「シーズンセット券」を販売することは困難と判断し、2020

／2021 シーズンセット券は全ての販売を中止し、既にお申し込みいただいた分についても取り消

しとさせていただきます。 

 

なお、2020/2021シーズン公演の単券につきましては、販売再開後のスケジュール及び方法を決定

次第、ウェブサイト等にてお知らせいたします。 

 

以上 4件について、報道各位におかれましては、一般の皆様への周知にご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

【一般の方からのお問い合わせ先】 

新国立劇場ボックスオフィス 03-5352-9999(11:00～17:00) 

 

【報道関係の皆様からのお問い合わせ先】 

●公演中止・感染予防への取り組みに係るお問い合わせ 広報室長：松延 

Tel：03-5352-5781 / FAX：03-5352-5709 / E-mail: press@nntt.jac.go.jp 

●オペラ公演のお問い合わせ オペラ広報：高梨  

TEL：03-5352-5733 / FAX：03-5352-5709 / E-mail: takanashi_y2525@nntt.jac.go.jp 

●バレエ・ダンス公演のお問い合わせ 舞踊広報：櫻井 

TEL：03-5352-5735 / FAX：03-5352-5709 / E-mail: sakurai_m7314@nntt.jac.go.jp 

●演劇公演のお問い合わせ 演劇広報：関 

TEL：03-5352-5738 / FAX：03-5352-5709 / E-mail: seki_m0616@nntt.jac.go.jp                                        


