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井上バレエ団 １２月公演

>>詳しくは裏面をご覧ください。
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【原振付】 関　直人　【演出・改訂振付】 石井 竜一
【美術・衣裳】 ピーター・ファーマー　
【バレエミストレス】 鈴木 麻子
【音楽監督】 冨田 実里　【指揮】 御法川 雄矢　
【演奏】 ロイヤルチェンバーオーケストラ
【美術監修】 大沢 佐智子　【照明】 立川 直也（満平舎）
【舞台監督】 相馬 勝己　【音響】 貫井 政仁
【衣装製作】 柊舎、ゴードン・ハッチングス　
【大道具】 俳優座劇場舞台美術部
【公演監督】 岡本 佳津子　
【制作】（公財） 井上バレエ団（諸角 佳津美 <統括 >、石沢 恵美、宮路 昌美）
【主催】（公財） 井上バレエ団　
【共催】文京シビックホール（公益財団法人文京アカデミー）
【後援】一般社団法人日本バレエ団連盟

　

今　 回も、お子様が小さくて、劇場でのバレエ鑑賞が難しいご家族のために
5 日（土）の本公演前に「プレビュー」をご用意いたしました。
ご予約はお早めに !!

【曲】チャイコフスキー  

【原振付】関　直人 【 演出・改訂振付】石井   竜一   

NUT CRACKERThe

チケットの予約  
　 

シビックチケット：０３-５８０３-１１１１

＊以下窓口での発売開始は10月24日(土)から

（Pコード： 503-366）

＊シビックチケットのみ、発売初日はおひとり様４枚まで。席はお選びいただけません。
シビックホール メンバーズ http://b-civichall.pia.jp/

https:// inoueballet.net / Tel.03-3416-3656 / Fb.inoueballet

チケットぴあ：h t t p : / / p i a . j p /
＊セブンイレブン、チケットぴあ店舗

よりアクセス（入会金・会費は無料）

（10：00 ～19：00 / 土・日・祝日も受付）

お問合せ

その他チケットのお取り扱い

新演出による2020年特別版

大好評
につき

井上バレエ団公益財団法人

5日 : 
日 : 
15
13
時  開演 （14時15分 開場）

6 時  開演 （12時15分 開場）
S席 8,000円 / A席 7,000円 / B席 5,000円 / 親子席 15,000円（S席相当・2枚一組） 
学生席 2,000円（中学生以上・席はお選びいただけません） 全席指定・消費税込

チケット

★お席は前後左右が空いた配置としております。親子席は、並んでお座りになれるのは一日16組までです。
★学生席は席をお選びいただけません ★未就学のお子様でもお席が必要となります ★親子席は12歳以下
のお子様と保護者の方の組席です ★3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください(3歳未満のお子様連れの方
はプレビューをご覧いただけます） ★親子席・学生席は井上バレエ団のみでの扱いとなります ★やむをえな
い事情により出演者に変更がある場合もございますので、 あらかじめご了承ください

大ホール
https://www.b-academy.jp/hall /



NUT CRACKER The

今年限定の特別ヴァージョン！
クリスマスソングによる楽しいフィナーレ付き

「生の舞台を楽しみたいけれど

長い時間を劇場で過ごして大丈夫？」という心配をせず、

１時間で例年通りの美しい舞台と夢の物語を

堪能していただけます。【曲】チャイコフスキー 【原振付】関　直人【 演出・改訂振付】石井   竜一   

ピーター・ファーマー美術による

人く みる 割 形

本公演は3歳未満のお子様の入場をご遠慮いただいて
おりますが、プレビューは0歳からご入場いただけます。
ご家族でお楽しみください。
お子様用のポイントカードがございます。

井上バレエ団 １２月 公演

5日（土）  12 時 開演（11時30分開場）日 時: 

料 金 : 3,200円 ※0歳から未就学児は半額（1,600円）

プレビューのご案内

キャスト

福沢真璃江
越智ふじの
大長紗希子
阿部　真央
阿部　　碧
高根由紀子
井上　　愛
高橋　翔子
清水友梨香
鶴見　香帆
齊藤　美姫
齊藤絵里香
藤井ゆりえ
井手口沙矢
高橋　奈歩
西山　岬希

外川亜紗子
中畑　綾香
中村　絢名
近澤　七海
松井　　菫
橋本　菜緒
小川　優希
石田　稀朋
根岸　莉那
樽屋　　萌
田中　紀礼
石井　英絵
岩本まゆき

荒井　成也

大倉　現生

堀　　　登

中尾　充宏
桑原　智昭
原田　秀彦
貫渡　竹暁
持田　耕史
愛澤　佑樹
佐藤　祐基
田辺　　淳
小山　　憲
吉瀬　智弘

浅田　良和

　井上バレエ団が誕生して52年、2011年からは公益財団法人
として、ダンサーの育成、日本におけるクラシックバレエの
普及、地域の文化の振興などに努めてまいりましたが、本年
度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、育成事業、
公演活動は困難に直面しております。バレエ団の活動にかか
わるダンサー、舞台スタッフ、また、教師やバレエピアニス
トなどの仕事にも多大な影響があります。
　今、私たちが何をすべきなのかと問いながら、クラシック
バレエの灯を消さないために様々な対策を講じながら活動を
再開しております。
　こうした活動には、皆様からのご支援が大きな力となりま
す。バレエ団では、年間を通じてご寄付を承っております。
　寄付のお申し込みは、井上バレエ団までご連絡ください。

Tel：03-3416-3656   Email: mail@inoueballet.net 

ご支援のお願い

★ 例年よりも席数に制限がありますので、ご予約はお早めにお願いします。
★ プレビュー席は井上バレエ団のみでの扱いとなります。
★ リハーサルを見ていただくので、途中で止まる場合もあります。
★ お子様が泣いたり飽きてしまった時には係員の指示に従い、ロビーに
　 出ていただくか、 親子ルームをお使いいただくようになります。

クララ

金平糖の精 王  子

くるみ割人形の王子

ドロッセルマイヤー ねずみの王様

井上　愛（５日） 根岸 莉那（６日）

阿部 真央（５日） 阿部　碧（６日） 浅田 良和

荒井 成也

堀　登 大倉 現生

東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」【直結】
都営三田線・大江戸線「春日駅」【直結】
JR中央・総武線「水道橋」駅【徒歩10分】

〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター１F 

●お客様に、より安心してご鑑賞いただけるよう、新型コロナウイルス感染防止に取り組んでおります。
●公演内容につきましては、国内の感染状況等により、今後変更になる場合もございます。


