
MARIINSKY BALLETMARIINSKY BALLET
MARIINSKY BALLET

［芸術総監督］ワレリー・ゲルギエフ／［舞踊監督］ユーリー・ファテーエフ
［管弦楽］マリインスキー劇場管弦楽団  

〈キーロフ・バレエ〉 General Artistic Director :Valery Gergiev　Deputy Director:Yuri Fateyev

世界の至宝

ロシア芸術の都サンクトペテルブルグの高貴な華───

11月26日（木）～12月6日（日）
東京文化会館
文京シビックホール大ホール
主催：朝日新聞社／ジャパン･アーツ　
共催：文京シビックホール［公益財団法人文京アカデミー］（11／26）　
後援：ロシア連邦大使館／ロシア連邦交流庁

｢ジュエルズ｣
Jewels

｢愛の伝説｣
T he Legend of Love 

｢ロミオとジュリエット｣
Romeo & Juliet

｢白鳥の湖｣
Swan Lake　

2015年

｢ロミオとジュリエット｣〈全3幕〉 
Romeo & Juliet　 Ballet in 3 acts　 Composed by S.Prokofiev

〈上演時間：約3時間 30分（休憩2回含む）〉
 Pコード441-035　Lコード35452

［チケットのお申込み］

ジャパン･アーツぴあ03-5774-3040 
www.japanarts.co.jp/
シビックチケット03-5803-1111［平日10：00-19：00/土・日・祝休日も受付。ただし5／17（日）は休業］（11／26公演）　
シビックホールメンバーズ http://bunkyocivichall.jp/よりアクセス（入会金・会費は無料） 
東京文化会館チケットサービス03-5685-0650  チケットぴあ pia.jp/t 0570-02-9999 
イープラス eplus.jp ローソンチケット 0570-000-407
マリインスキー・バレエ 2015日本公演

〈チケット料金〉 
S￥22,000　A￥18,000　B￥15,000　C￥11,000　D¥7,000　
〈夢倶楽部会員料金〉
S￥21,000　A￥17,000　B￥14,000　C￥10,000　D¥6,300　

Sセット￥63,000　Aセット￥51,000　Bセット￥42,000　
〈夢倶楽部会員料金〉Sセット￥60,000　Aセット￥48,000　Bセット￥39,000

3演目の通常価格より￥3,000割引（夢倶楽部会員料金：通常価格より￥6,000割引）

プロコフィエフ：作曲

メリコフ：作曲

フォーレ／ストラヴィンスキー／チャイコフスキー：作曲
｢ジュエルズ｣
Jewels　Ballet in 3 parts      Composed by G.fauré , I. Stravinsky, P.I.Tchaikovsky

〈上演時間：約2時間20分（休憩2回含む）〉
 Pコード441-033　Lコード35450

演目 日程・会場

〈文京シビックホール15周年記念公演〉

予定キャスト

 〈エメラルド〉 ヤナ・セーリナ／アレクサンドル・セルゲーエフ
  ヴィクトリア・ブリリョーワ／ロマン・ベリャコフ
 〈ルビー〉 ナデージダ・バトーエワ／キミン・キム
  エカテリーナ・チェブキナ
 〈ダイヤモンド〉 クリスティーナ・シャプラン／ティムール・アスケロフ

〈特別割引チケット〉ジャパン・アーツぴあコールセンターのみで受付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①病気･怪我、その他の事情で出演
者が変更になる場合がございます。公演日ごとの最終的な出演者は当日発表とさせていただきます。
公演中止の場合を除きお求め頂きましたチケットのキャンセルや振替等はお受けいたしかねますので、
あらかじめご了承下さい。ご承諾を頂けない場合は、当日券のご利用をお願いいたします。②お買い求め
いただきましたチケットの、キャンセル･変更等はできません。③いかなる場合も再発行はできません。
チケットがない場合は入場いただけませんので、紛失等に十分ご注意下さい。④上演中は客席に入
れません。⑤4歳未満の児童の入場はお断りいたします。またご入場には一人1枚チケットが必要で
す。⑥この公演はすべて指定席です。指定の座席にてご鑑賞下さい。⑦場内での写真撮影･録音･
録画･携帯電話の使用、これらに類する行為は固くお断りいたします。⑧ネットオークションなどによ
るチケットの転売は、トラブルの原因になりますのでお断りいたします。

 〈エカテリーナ・コンダウーロワ降板のお知らせ〉 11月26日（木）および12月6日（日）に出演を予定しておりました、エカテリーナ・コンダウーロワは怪我のため、マリンスキー・バレエ来日
公演に参加できないとの連絡を劇場側より受けました。この連絡を受け、キャストに関して現在劇場と調整に入っております。新しいキャストが決定次第ホームページ等で発表いたします。
コンダウーロワの出演を楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

※社会人学生を除く公演当日に25歳までの学生が対象です。　※夢倶楽部会員の学
生の方も一般価格の半額です。残券がある場合に限り、9月1日（火）10：00よりジャ
パン･アーツぴあコールセンターにて電話受付をいたします。当日は入口で学生証を拝
見いたします。学生証をご提示いただけない場合、一般料金との差額を頂戴すること
がございますので、必ずお持ちください。

※シニア･チケット ： 65歳以上の方はS席とA席を会員料金でお求めいただけます。
※車椅子スペースを車椅子でご利用の場合、割引がございます。（本人と付き添いの
方１名まで）事前にジャパン･アーツぴあコールセンターまでお申込み下さい。

次のことをご了承の上、チケットをお求めください　

学生席（各ランクの半額）

その他の割引チケット

※セット券は同一席種に限ります。  
※お席によっては舞台全体が見えない場合がございますので、予めご了承の上、お買い求めください。

東京文化会館〈3演目セット券（S・A・B席）〉※ジャパン・アーツぴあコールセンターにて受付　

｢白鳥の湖｣
　Swan Lake　Ballet in 3acts　   Composed by P.I.Tchaikovsky

〈上演時間：約3時間（休憩2回含む）〉
 Pコード441-036　Lコード35453

｢愛の伝説｣
　�e Legend of Love 　Ballet in 3 acts     Composed by A.J.Melikov

〈上演時間：約3時間 （休憩2回含む）〉 
 Pコード441-034　Lコード35451

11／27（金）  18：30  
   November  27(Fri.)18:30 

11／28（土）  13：00
   November  28(Sat.)13:00 

11／30（月） 18：30 
   November  30(Mon.)18:30 

12／1（火） 18：30 
   December 1(Tue.)18:30

12／2（水） 13：00
   December 2(Wed.)13:00

12／4（金） 18：30
December 4(Fri.) 18:30 

12／5（土） 12：30
December 5 (Sat.)12:30 

12／5（土） 18：30
December 5 (Sat.) 18:30

12／6（日）13：00 
December 6(Sun.)  13:00 

ウリヤーナ・ロパートキナ／クリスティーナ・シャプラン
アンドレイ・エルマコフ／ユーリー・スメカロフ

ヴィクトリア・テリョーシキナ／アリーナ・ソーモワ
ウラジーミル・シクリャローフ／コンスタンチン・ズヴェレフ

アリーナ・ソーモワ／ウラジーミル・シクリャローフ

ヴィクトリア・テリョーシキナ／ザンダー・パリッシュ

クリスティーナ・シャプラン／ティムール・アスケロフ

アリーナ・ソーモワ／キミン・キム

オクサーナ・スコーリク／ザンダー・パリッシュ

ウリヤーナ・ロパートキナ／ダニーラ・コルスンツェフ

ヴィクトリア・テリョーシキナ／ティムール・アスケロフ

〈全3幕〉

〈全3幕〉 

〈全3部〉 ［東京公演のみ］

［東京公演のみ］

11／26（木）  18：30  文京シビックホ－ル
November 26 (�u.)18:30       Bunkyo Civic Hall

他日公演日程 会場 演目 問い合わせ先

11月20日（金） 三重県文化会館大ホール 「ロミオとジュリエット」 三重県文化会館チケットカウンター 059-233-1122
11月21日（土） フェスティバルホール 「白鳥の湖」 フェスティバルホールチケットセンター 06-6231-2221
11月22日（日） フェスティバルホール 「ロミオとジュリエット」 フェスティバルホールチケットセンター 06-6231-2221
11月23日（月・祝） びわ湖ホール 大ホール 「白鳥の湖」 びわ湖ホールチケットセンター 077-523-7136
11月29日（日） 愛知県芸術劇場大ホール 「白鳥の湖」 中京テレビ事業 052-957-3333

東京文化会館
Tokyo Bunka Kaikan

東京文化会館
Tokyo Bunka Kaikan

東京文化会館
Tokyo Bunka Kaikan

 ◎東京文化会館：ＪＲ上野駅公園口前 
 ◎文京シビックホール：東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅〈直結〉／都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅〈直結〉／JR中央・総武線 水道橋駅〈徒歩10分〉
会場へのアクセス

チャイコフスキー：作曲

完売御礼

好評

好評

大好評

大好評

ウリヤーナ
ロパートキナ

ヴィクトリア
テリョーシキナ

アリーナ
ソーモワ

クリスティーナ
シャプラン

オクサーナ
スコーリク

ナデージダ
バトーエワ

ヤナ
セーリナ

エカテリーナ
チェブキナ

ウラジーミル
シクリャローフ

ティムール

アスケロフ
キム

キミン
ダニーラ
コルスンツェフ

アレクサンドル
セルゲーエフ

アンドレイ

エルマコフ
コンスタンチン

ズヴェレフ
ザンダー

パリッシュ
ユーリ

スメカロフ

キミン・キム

アリーナ・ソーモワ
出演者は5月15日現在の
来日予定メンバーです。




