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舞台はルネッサンス時代のイタリアの都市ヴェ
ローナ。この都の名門モンタギュー家とキャピ
ュレット家の間では、長年にわたり敵対関係が
続いており、何かにつけて諍いが絶えない。
モンタギューの一人息子ロミオには、思いを寄
せているロザラインという女性がいる。ある
夜、ロミオは彼女にひと目会おうと、友人のマ
キューシオとベンヴォーリオと共に、仇敵キャ
ピュレット家の舞踏会に忍び込む。だが、そこ
でロミオを待ち受けていたのはキャピュレット
の一人娘ジュリエットとの運命的な出会いだ
った。家同士の反目をよそにたちまち恋に落
ちる二人。互いへの愛を確かめ合った恋人
たちは、修道僧ロレンスのもとでひそかに結
婚する。しかしその直後、運命を狂わす事件
が起こる。市場でキャピュレット夫人の甥ティ
ボルトが仕掛けてきた争いにより、親友マキ
ューシオが命を落としてしまったのだ。逆上
したロミオは、ティボルトを自らの手で刺殺し、
ヴェローナから追放されることになる。束の間
の逢瀬の後、悲しみに打ちひしがれるジュリ
エットに、父キャピュレット卿は富裕な青年貴
族パリスとの結婚を命じる。ロミオとの愛を貫
くため、命がけの決断をするジュリエット・・・。

熊川哲也が傑出した才能を注ぎ込んだ究極のドラマティック・バレエ、ついに誕生！
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『白鳥の湖』『くるみ割り人形』『海賊』『ベートーヴェン 第九』̶ ̶̶̶
熊川バレエに圧巻の美を添える英国屈指のデザイナー　ヨランダ・ソナベンドとのコラボレーションの集大成がここに！

歴史を彩る幾多の『ロミオとジュリエット』を凌ぐ限りないドラマ性と驚異のスケール感
このグランド・バレエは時代とジャンルの壁を超越する!！

　この舞台の背景となるのはシェイクスピアの原作と同じイタリア・ルネッサ
ンス期。今回、ヨランダ・ソナベンドのもとで衣裳スーパーバイザーを務めて
いるアラン・ワトキンスは語る。「熊川さんがコンセプトとしているのは、非常
に伝統的でクラシカルな『ロミオとジュリエット』の世界です。しかし、因習的
なパターンに則りながらも、ある特定の時代の物語ではなく、そこに普遍の人
間ドラマを描こうとしている意思を感じます。ソナベンドは装置と衣裳のデザ
インにあたり、ルネッサンス期そのものの歴史や文化にインスピレーションを
得ながらも、さらにその前後の時代やヴェローナ周辺の都市にも視野を広げ、

芸術監督・熊川哲也が自らの理想とするバレエ芸術を実現すべく設立したＫバレエ カンパニー。この10
年という歳月、日本バレエ界のトップをひた走ってきたその革新的な活動において、カンパニーの支柱
をなしてきたのが熊川自身の手による全幕プロダクションだ。演出家としての類い稀なる才能をいか
んなく発揮したその作品群は、2001年初演の『ジゼル』に始まり2007年初演の『海賊』に至るまで
すでに７作を数え、エポック・メイキング的傑作と評されるなど、いずれも大成功を収めてきた。

『ジゼル』（2001年初演）
熊川哲也演出・再振付による古典全幕プロダクションの記念すべき第1作。伝
統に忠実に寄り添いながらも、随所に丹念な演出的工夫を施した本作は、英
国ロイヤル･バレエ団で培った演劇的造詣の深さを感じさせると共に、Kバレエ
がクラシック・バレエを堂々たる正攻法のもとで発展させゆく集団であることの
表明ともなった。舞台美術・衣裳デザインはピーター・ファーマー。

『コッペリア』（2004年初演）
19世紀ロマンティック・バレエの最後の傑作として知られる作品。熊川独
自の解釈によって現代性豊かに描き出された登場人物たちが繰り広げる
コミカルな物語展開は、高級コメディーさながらの爽快さ。この名作ならで
はの伝統的な優美さと、かつてない躍動感に満ちた振付も高く評価され
た。舞台美術・衣裳デザインはピーター・ファーマー。

『ドン・キホーテ』（2004年初演）
熊川哲也の代表的レパートリーとして知られる人気作。世界各国の檜舞台
で“当代髄一のバジル”と称され、本作の魅力を知り尽くす熊川が、自身の理
想とする世界観を実現すべく、舞台装置と衣裳デザインを自ら手掛けた。ス
ペインの街に生きる人々 の爆発的な生命力への賛歌を圧倒的舞踊と共に
展開したこの舞台は、第5回朝日舞台芸術賞受賞の要因ともなった。

『くるみ割り人形』（2005年初演）
ホフマンの原作に立ち返った独自の視点によるストーリー展開により、か
つてないスケールで夢と現実とを行き交う壮大なファンタジーを実現。総
制作費10億円をかけた圧巻の美術（ヨランダ・ソナベンド／レズリー・トラ
ヴァース）はバレエ界の常識を覆す完成度を誇り、上演のたびごとに話題
を呼んでいる。本作初演後に第5回朝日舞台芸術賞受賞。

『海賊』（2007年初演）
ガラ公演などで頻繁に踊られ、熊川自身のアリのソロも世界的に名高い
が、本作の全幕をレパートリーとして持つバレエ団は数少ない。熊川は独
自の解釈により音楽を一から再構成、さらには男たちのアドベンチャーと
いう明確な機軸のもとで未曾有の冒険物語を仕立てた。舞台美術・衣裳
デザインはヨランダ・ソナベンドとレズリー・トラヴァース。

『眠れる森の美女』（2002年初演）
チャイコフスキー三大バレエの中でも『白鳥の湖』『くるみ割り人形』を凌ぐ壮麗
さを持ち、“バレエ芸術の集大成”ともいわれる歴史的大作。カンパニー設立か
らわずか3年目にして新プロダクションとして打ち出したことは世界的にも異例で
あり、Ｋバレエのクラシック・バレエ団としての力量を世に知らしめるものとなっ
た。舞台美術・衣裳デザインはピーター・ファーマー。

『白鳥の湖』（2003年初演）
第3回朝日舞台芸術賞受賞作。作品本来が持つミステリアスな世界観と胸を
えぐるような深い感動とを、大胆かつ精細な解釈で最大限に引き出したオリジ
ナリティあふれるこの逸作は、現代バレエ界を代表する演出家としての熊川の評
価を絶対的なものとした。舞台美術・衣裳デザインはヨランダ・ソナベンドとレ
ズリー・トラヴァース。

世界の頂点を極めたバレエダンサーとして、そして芸術監督として̶̶̶
Kバレエ カンパニー設立から10年、数々の名舞台を世に送り出し、ステージ界に革命を起こし続けてきた熊川哲也が、構想3年、ついに待
望の新作バレエ『ロミオとジュリエット』を上演！シェイクスピアが描いたあまりにも有名な悲劇の伝統的な風合いはそのままに、現代バレエ
界屈指のストーリーテラー熊川ならではの手法で新たに紡ぎあげられてゆくその重厚かつ繊細な人間ドラマは、英国美術界の第一人者ヨ
ランダ・ソナベンドの圧倒的な世界観と相まってかつてのいかなる舞台作品でも成し得なかった境地への到達を予感させる。＜10周年記念
ツアー＞と銘打った本公演では、熊川哲也が踊るロミオを筆頭に英国ロイヤル・バレエ団でいま最も輝けるプリマ、ロベルタ・マルケス、ベ
ルリン国立バレエ団を拠点に国際的活躍を展開しているSHOKOほか、荒井祐子、康村和恵、清水健太、東野泰子、遅沢佑介らKバレエ
が誇るスターが続々競演。熊川バレエの新時代の幕開けともいうべき、この歴史的プロジェクトを見逃すな！

リサーチしてゆきました。そうすることで、作品の枠を狭めず、より大きなヴィジョ
ンから作品を見つめることができることを彼女は知っているのです。こうしたア
プローチはソナベンドの特性であり、熊川さんもそれを熟知すればこそ彼女
に美術を依頼したに違いありません。ヴェローナの一時代だけでなく、他の
時代、他の土地をも示唆するような要素が視覚的に見え隠れすることによっ
て、シェイクスピアが描き出したもの̶̶人間というものの心理や状況、価
値観といった、いつの時代も変わらない真実がそこに存在することを感じ
取り、リアルな物語として味わっていただけることでしょう」

Kバレエ カンパニー設立10年　　バレエ界に大いなる革新をもたらした熊川哲也の全幕プロダクション

ジュリエット
キャピュレット家の息女

パリス
青年貴族、太守の縁戚

ベンヴォーリオ
モンタギューの甥

マキューシオ
太守の縁戚

ティボルト
キャピュレット夫人の甥

片思い

Kバレエ カンパニーが誇る
　 最高級キャストの豪華競演！

モンタギュー×キャピュレット
両家の対立が招く闘争と愛の悲劇

Lord Capulet

スチュアート・キャシディ

キャピュレット卿
ジュリエットの父

橋本直樹     浅田良和      伊坂文月      西野隼人      

浅田良和      伊坂文月      荒井英之ビャンバ・
バットボルト

清水健太     遅沢佑介     ニコライ・
                                ヴィユウジャーニン

康村和恵　　　荒井祐子      東野泰子

SHOKO
ベルリン国立バレエ団プリンシパル/
Kバレエ カンパニーゲスト・プリンシパル

ロベルタ・マルケス
英国ロイヤル・バレエ団
プリンシパル

熊川哲也       清水健太       遅沢佑介



［東京］東京文化会館 大ホール
11／3（火・祝）14：30／15：00
S席￥18,000　A席￥14,000
B席￥10,000 C席￥8,000

熊川哲也
康村和恵
橋本直樹
清水健太

11／7（土）13：30／14：00
S席￥13,500　A席￥11,000
B席￥8,000　C席￥6,000

遅沢佑介
SHOKO
西野隼人

ニコライ・ヴィユウジャーニン

11／8（日）13：30／14：00
S席￥13,500　A席￥11,000
B席￥8,000　C席￥6,000

遅沢佑介
SHOKO
西野隼人

ニコライ・ヴィユウジャーニン

11／4（水）18：00／18：30
S席￥18,000　A席￥14,000
B席￥10,000　C席￥8,000

熊川哲也
東野泰子
伊坂文月
遅沢佑介

11／7（土）18：00／18：30
S席￥18,000　A席￥14,000
B席￥10,000　C席￥8,000

熊川哲也
康村和恵
橋本直樹
清水健太

11／6（金）18：00／18：30
S席￥18,000　A席￥14,000
B席￥10,000　C席￥8,000

熊川哲也
康村和恵
橋本直樹
清水健太

［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：396-959）http://t.pia.jp/  ローソンチケット0570-000-407・0570-084-003（Lコード：37744）
CNプレイガイド0570-08-9999http://www.cnplaｙguide.com  イープラスhttp://eplus.jp/（携帯＆パソコン）  
東京文化会館チケットサービス03-5685-0650

［予約・お問い合わせ］チケットスペース03-3234-9999 http://ints.co.jp/
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 ［全国公演の日程および詳細］http://www.k-ballet.co.jp/

Anniversary Tour10th 
熊川哲也 Kバレエ カンパニー　10周年記念全国ツアー

［芸術監督］熊川哲也

［その他主要キャスト］ ベンヴォーリオ：B・バットボルト／浅田良和／伊坂文月／荒井英之　
                          ロザライン：松岡梨絵／浅川紫織／松根花子　パリス：宮尾俊太郎／ニコライ・ヴィユウジャーニン

会場
日程開場／開演

料金（税込）

ロミオ
ジュリエット
マキューシオ
ティボルト

［演出・振付］熊川哲也
［音楽］セルゲイ・プロコフィエフ

［美術・衣裳デザイン］ヨランダ・ソナベンド
［舞台美術・衣裳デザイン アシスタント］マシュー・ディーリー

［衣裳デザイン アシスタント］アラン・ワトキンス

Photographs by Ayumu Gombi ／Hirotsugu Okamura ／Shunki Ogawa ／Jin Kimoto

熊川哲也Ｋバレエカンパニー10周年記念全国ツアー 新作バレエ「ロミオとジュリエット」

新作バレエ

主催：TBS  
協賛：　　　　　株式会社ドクターシーラボ 
               シロノクリニック
                          チャコット株式会社　

Tetsuya Kumakawa  K-BALLET COMPANY
オフィシャルエアライン：             
制作：K-BALLET COMPANY／TBS

SHOKO
（ベルリン国立バレエ団 プリンシパル Kバレエ カンパニー ゲスト・プリンシパル）
［ジュリエット］　　　　　11/7（土）昼・8（日）

この世界最高峰の煌めきをあなたはもう見たか！
Kバレエが誇る3人の美しきジュリエット、豪華競演!!

世界を魅了する現代バレエ界のミューズ
ジュリエット初披露！

康村和恵
（Kバレエ カンパニー プリンシパル）
［ジュリエット］　　　　　　
11/3（火・祝）・6（金）・7（土）夜

Kバレエを代表する
美しきプリマ、
待ち望まれた2年ぶりの
全幕復帰！

東野泰子
（Kバレエ カンパニー ファースト・ソリスト）
［ジュリエット］
11/4（水）

ジゼル名演で
絶賛を浴びた舞姫が
熊川哲也との共演で
新境地を拓く！

残席僅少


