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2018 10/3Wed▶ 14Sun
黒田育世
ルーシー・ゲリン
ラシッド・ウランダン
木野彩子
小林勇輝
BLUE TOKYO
パウラ・ロソレン

スパイラルホール
草月ホール、草月プラザ
ゲーテ・インスティトゥート

東京ドイツ文化センター

VACANT
シアター・イメージフォーラム
青山ブックセンター本店
スタジオアーキタンツ

リーブラホール
ワールド北青山ビル
THREE AOYAMA



Information in English is available at our website : http://dancenewair.tokyo/2018/en/

10/13 Sat  11：30 - 14：45, 16：15 - 19：30
10/14 Sun 11：30 - 14：45
中村 駿、佐藤有華、久保田舞×今枝星菜、浜田純平、
亀頭可奈恵／tantan、田村興一郎
ショウケース（スパイラル1F）　観覧無料

DANCE SHOWCASE
ダンスショウケース

DANCE FILMS
ダンスフィルム
9/29 Sat - 10/13 Sat 
各日21：00- （10/1 Mon, 10/7 Sun  20：00-）
シアター・イメージフォーラム
映画の誕生の
きっかけの一
つには身体の
動きのメカニ
ズムを解明し
たいという欲
望があった。
映画にとって
インスピレー
ションの源で
ある身体 。
もっとも先鋭
的な映像作
家たちが身体
をとおして何を描いたのか。そこで観客が目撃するもの
は、もしかすると映画の根源的な何かなのかもしれな
い。アート・映像・ダンスを横断する先駆的な試みで知ら
れるイヴォンヌ・レイナーの映像作品などを上映。
[料金] 当日一般 ￥1,500／学生・シニア ￥1,200／
会員 ￥1,100　全席指定／定員入替制
障害者割引 ￥1,100（付添いお一人様まで有効）／毎月1日 
映画サービスデー ￥1,100／毎週月曜日サービスデー ￥1,100
[チケット取扱い／お問合せ] シアター・イメージフォーラム　
http://www.imageforum.co.jp　Tel.03-5766-0114
※上映日の3日前より劇場窓口及びオンラインチケット購入ページから
ご購入いただけます。

2018年秋に開催される、これまでのDance New Air参加アーティストの公演や「フェスティバル/トーキョー18」と連携し、ダンスの輪を拡げます。

青山通り沿いのスペース「ショウケース」を舞台に開
催。新たな時代を牽引していく30歳以下の若き振付
家・ダンサーたちを同世代の田村興一郎がキュレー
ション。10年後のコンテンポラリーダンスシーンを彼
らの身体を通して体感できる注目のショウケースで
す。 上演順はWEBサイトでご確認ください。

LECTURE + DANCE
レクチャー ＋ ダンス
『INTRODUCTION』イントロダクション
̶スタジオアーキタンツ アーティスト・サポート・プログラム̶
10/4 Thu 19:00-  青木尚哉、奥野美和
10/13 Sat 17:40-  黒田育世、タシロリエ
リーブラホール
初めてコンテンポラリーダンスに出会う方にオススメの
レクチャー付きダンスプログラム。振付家が創作活動に
集中できる環境をスタジオアーキタンツが包括的に提供
する継続的プロジェクト、ASP（アーティスト・サポート・プ
ログラム）。このプロジェクトに選ばれた4名の振付家が
3年間の経過を発表し、ゲストスピーカーがレクチャー
を交えながら多角的な視点で作品をご紹介します。
[料金] 一般 ￥2,500／港区在勤在学在住者 無料（顔写真
付き確認書類呈示）※要予約
http://a-tanz.com/event/4228

10/7 Sun 
11：00-12：00  篠崎芽美クラス 
13：30-14：30  SAROクラス 　
ワールド北青山ビル
子育て世代のダンスファンとダンサーや振付家を応
援するプロジェクト「ダンス保育園！！」。青山通りの
ワールド北青山ビルを会場に、親子で参加できる
ワークショップ＆パフォーマンスです。開催の様子は
どなたでもご観覧いただけます。
空間構成：永山祐子（建築家・デザイナー）

[対象年齢] 2才～小学生
[参加費] ￥1,500（子ども１名につき）
http://www.dancehoikuen.com

WORKSHOPS
ワークショップ

DANCE & NURSERY
ダンス保育園!!
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OUTDOOR PERFORMANCES
屋外パフォーマンス
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青木尚哉 奥野美和 黒田育世 タシロリエ
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TALK SHOW
トーク
「振付家 ラシッド・ウランダンを迎えて」 10/４ Thu 19:00- 
登壇：ラシッド・ウランダン 他
アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
[料金]一般 ￥1,000／学生・アンスティチュ・フランセ会員 無料
http://www.institutfrancais.jp/tokyo

「アフォーダンスの効用（ききめ）」 10/13 Sat 19:00-20:30
登壇：小林勇輝、杉山 至 (舞台美術家)、白井 剛 (振付家・ダンサー)
VACANT
[料金]前売 ¥2,000／当日 ¥2,300  ※1ドリンク付
https://www.vacant.vc/

アーティスト・団体 公演日 タイトル 会場名
Baobab 9/1 Sat ‒ 9/4 Tue 第11回本公演『FIELD-フィールド-』 吉祥寺シアター（東京）
川村美紀子 9/7 Fri ‒ 9/9 Sun 新作『303号室』 ＜9/1 Sat ‒ 11/11 Sun　東京バビロン的ダンスコレクション2018＞ シアター・バビロンの流れのほとりにて（東京）
川村美紀子、白井 剛 9/15 Sat, 9/16 Sun LAND FES vol.10 せんがわ せんがわ劇場（東京）
遠田 誠 9/15 Sat, 9/16 Sun 『トーキョー “街”ダンス ～大井町編～』＜品川区民芸術祭　品川アーティスト展 2018＞ 大井三ツ又商店街＋きゅりあん 他（東京）
川村美紀子 9/18 Tue 月に一度のダンス・スペクタクル 2018『12星座にささぐ：おとめ座』 綜合藝術茶房 喫茶茶会記（東京）
黒田育世 9/22 Sat, 23 Sun 『THE RELIGION OF BIRDS－鳥の仏教－』 ＜9/6 Thu ‒ 9/23 Sun　鳥の演劇祭 11＞ 鳥の劇場（鳥取）
森下真樹 9/22 Sat, 9/23 Sun 「ベートーヴェン交響曲第5番『運命』全楽章を踊る」 ＜ダンスダイブウィーク 2018＞ 北九州芸術劇場小劇場（北九州）
北村成美 9/23 Sun 夕暮れダンス『ちょいとごめんよ、じゃまするよ。2018』～帰ってきた、野外角打ち～ ＜ダンスダイブウィーク 2018＞ リバーウォーク北九州1階（北九州）
小林勇輝 10/5 Fri ＜Nuit Blanche KYOTO 2018＞ アンスティチュ・フランセ関西（京都）
小野寺修二 10/5 Fri ‒ 10/17 Wed 現代能楽集IX『竹取』　構成・演出:小野寺修二 シアタートラム（東京）
白井 剛 10/8 Mon/Holiday 『Passage on Blur』 ＜10/5 Fri ‒ 10/8 Mon/Holiday　愛知県芸術劇場ミニセレ『ダンス・セレクション』＞ 愛知県芸術劇場 小ホール（名古屋）
笠井瑞丈×上村なおか 10/11 Thu, 10/12 Fri 『2×3』　振付：笠井 叡、近藤良平、川村美紀子 国分寺市立いずみホール（東京）　
北村明子 10/12 Fri ‒ 10/14 Sun Cross Transit project『土の脈』 KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ（横浜）
フェスティバル/トーキョー18 10/13 Sat ‒ 11/18 Sun  東京芸術劇場、あうるすぽっと、南池袋公園 他（東京）

Dance New Air 2016

Dance New Air 2016

10/7 Sun　
12：30-  TABATHA（振付・演出：岡本 優）
15：00-  モモンガ・コンプレックス（振付・演出：白神ももこ）
ワールド北青山ビル　観覧無料
青山通りのワールド北青山ビル エントランスを舞台
に、いまもっともイキのいいダンサー・振付家たちの
ユニットが登場。オープンエアならではの都市の街
並を巻き込むようなライヴパフォーマンス。

『O氏の肖像』長野千秋『O氏の肖像』長野千秋『O氏の肖像』長野千秋

予約不要！ 来日アーティストによる
コンテンポラリーダンス・テクニッククラス
10/5 Fri   19：15-20：45   ルーシー・ゲリン
10/6 Sat  10：15-11：45    ラシッド・ウランダン
スタジオアーキタンツ
[料金] ¥2,500（アーキタンツクラスチケットも利用可能）
http://a-tanz.com/event/4745

日常から離れて、自分の身体に向き合う
ボディエクササイズ
10/12 Fri 18：00-19：30, 10/13 Sat 11：00-12：30
尾形直子・楠美奈生
THREE AOYAMA
[料金] ¥3,000（要予約）
https://aoyama.threecosmetics.com/

DANCE BOOK FAIR
ダンスブックフェア
10/3 Wed - 10/14 Sun　青山ブックセンター本店
ダンス、身体、表現に関する書籍をはじめ、フェスティバル
参加ダンサー・振付家が影響を受けた選書を集めたブック
フェア。本を通してダンスの魅力を知る絶好の機会。
9月1日以降に文庫・新書を購入した方には、フェスティバル
オリジナルデザインのブックカバーをプレゼント! 
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黒田育世 Ikuyo KURODA
『ラストパイ』（2005）  Last Pie
10/3 Wed  19：00
10/4 Thu  19：00
10/5 Fri    19：00 
草月ホール　Sogetsu Hall

Photo: Satoru SekiPhoto: Satoru Seki

ルーシー・ゲリン／Lucy Guerin Inc（オーストラリア）
Lucy GUERIN／Lucy Guerin Inc（Australia）

『SPLIT』（2017）

10/3 Wed  20：30 
10/4 Thu  20：30 
スパイラルホール　Spiral Hall

人生を例えているかのような時空の中で、二人のダンサーが互い
に関わりあいながら、自己と他者との間に生まれるジレンマを映し
出す。オーストラリアで最も果敢なダンスカンパニーによる刺激的
で示唆に富んだ秀作。

In the space and time representing our life, two dancers are engaged with each 
other reflecting the dilemma of negotiating with oneself and others. SPLIT is a 
stimulating, thought-provoking and outstanding piece delivered by one of 
Australia’s most fearless dance companies.

振付：Lucy GUERIN
出演：Melanie LANE, Lilian STEINER

※16歳から入場可　Suitable for ages 16+

Photo: Gregory Lorenzutti

2年に1度、東京・青山を中心に開催しているフェス
ティバル Dance New Air。
今回は「身体を透してみえてくるもの」をキーワード
に、琴線に訴えてくる圧倒的な力を携えた作品をライン
アップしました。
創り手の奥底にある情感が身体を透して生み出された
時、私たちの目にうつる光景はどのようなものでしょうか？

身体を介したパフォーマンスとしてはスポーツのほうが身近
であるかもしれません。ルールの下に技術的な側面が高く評価
されるスポーツと、様々な手法で豊かな表現を追求するダンス。
2年後に世界的なスポーツの祭典を控えた今、Dance New Air
はこの二つを客観的に捉えることで見えてくる身体の本質にも光
を当てます。
国内外7作品の公演の他、多彩なプログラムを通してダンスの魅力
を体感してください。

Dance New Air is a dance festival held every two years around Aoyama, 
TOKYO.
With “what becomes visible when we see through the body” as our 
key phrase this year, we present overwhelming works which will 
touch your heartstrings. What we can see when artists’ emotion 
deep inside their hearts emerging through their bodies? 

In terms of performance with body, people might be more 
familiar with sports than with dance. Under the respective 
rules, skill is highly evaluated in sports, on the other hand, in 
dance, profound expression is pursued with various ways. 
Now, the world sporting extravaganza is coming up in two 
years, by capturing these two objectively, we also focus on 
the nature of our body. 
Come and discover how fascinating dance is through our 
diverse programs including the seven productions from 
home and abroad.

ワークショップ 10/5 Fri 19：15-20：45  スタジオアーキタンツ

日本のコンテンポラリーダンス界を牽引する振付家の黒田育世
が、Noism05から振付委嘱され2005年に初演した話題作。
異なるダンスシーンを駈け抜けてきたダンサーらによるドリーム
チームがDance New Air 2018に集結。伝説の作品が蘇る。
This is a high-profile work by Ikuyo KURODA, a choreographer leading 
Japanese contemporary dance, originally created for Noism05 and 
premiered in 2005. For Dance New Air 2018, dancers from various dance 
scenes get together to create a dream team to revive this legendary piece.

振付：黒田育世　音楽・演奏：松本じろ　
出演：菅原小春、小出顕太郎、加賀谷香、熊谷拓明、
　　樋浦 瞳、北村成美、奥山ばらば、関 なみこ、
　　BATIK（伊佐千明、大江麻美子、大熊聡美、政岡由衣子）
初演：Noism05 「Triple Bill」 2005年7月15日　りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館

※4歳から入場可　Suitable for ages 4+

託児サービス（有料・定員あり・要予約） Tel.0120-788-222（平日 weekday 10:00-12:00, 13:00-17:00）
Babysitting Service(pay service; fixed number of acceptance; reservation required)
イベント託児・マザーズ　Babysitting for Events - Mother's　
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小林勇輝 Yuki KOBAYASHI
『Chromosome』
10/8 Mon/Holiday 17:00
10/9 Tue 19：00 
10/10 Wed 19：00
VACANT

ヨーロッパを拠点に活躍するアーティストの小林による、パフォーマ
ンスワークシリーズ『Life of Athletics』の最新作。自身のヴィジュア
ルアート作品を展示した空間で、様々なスポーツ競技がはらむ性差
別の問題やコントロールされた社会の危うさを、自らの身体やスポー
ツのフォーマットを用いて浮き彫りにする。

The latest piece from “Life of Athletics”, the performance work series by Europe 
based artist, Yuki KOBAYASHI. In the space where his own visual art works are 
on display, he explores and depicts the sexism contained within sports and the 
fragility of the controlled society through his body and form of sports.

構成・出演：小林勇輝

Photo: Patrick Imbert

展覧会

トーク

『Life of Athletics』 10/7 Sun - 10/14 Sun VACANT
「アフォーダンスの効用（ききめ）」10/13 Sat 19：00-20：30  VACANT

※15歳以下のお客様のご観覧についてはお問合せください
Please contact Dance New Air about the seats for guest under the age of 15 years

木野彩子 Saiko KINO

其ノ一　体育教師トシテノ大野一雄ヲ通シテ（2016）
其ノ二　建国体操ヲ踊ッテミタ（2018）
Lecture-Performance: Dance Becoming Physical Education ？
Vol.1－Through the Life and Work of Kazuo OHNO, the PE Teacher
Vol.2－Dance as Nation-founding Calisthenics

10/6 Sat  15：00
10/7 Sun  12：00 
※休憩あり　with intermission
ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター　Goethe-Institut Tokyo
日本では体育の一環として教えられているダンス。健康のために音楽に合わ
せて清く正しく美しく。其ノ一では女子体育の歴史と大野一雄を、其ノ二では
1940年幻の東京オリンピックと体操の大流行をもとに、元中高保健体育教
師、ダンサー・大学講師の木野が、体操とダンス、そしてスポーツとの違いをレ
クチャーとパフォーマンスにより明らかにする。
In Japan, dance is taught as a part of physical education at school. With modesty, 
fairness and grace, moving our bodies with music for good health. In Vol.1, 
through the history of Women’s physical education and Kazuo OHNO, and in Vol.2, 
through 1940 Tokyo Olympics known as “Phantom Tokyo Olympics” and the 
craze for physical exercise, Saiko KINO, a former PE teacher at junior and senior high 
school, dancer, and university lecturer, explores the difference between physical 
exercise, dance and sports with her lecture and performance.

構成：木野彩子　出演：林 洋子（其ノ一のみ）、木野彩子

※4歳から入場可　Suitable for ages 4+

ラシッド・ウランダン（フランス）
Rachid OURAMDANE（France）

『TORDRE（ねじる）』（2014）
10/6 Sat  19：00
10/7 Sun  16：00 
スパイラルホール　Spiral Hall
ミュージカル映画『Funny Girl』の音楽とともに始まる、遊び
心のある冒頭部。催眠的・瞑想的な雰囲気が舞台を包み込
み、ダンサーのムーヴメントと、彼女たちの身体の親密な物語
が繊細に描かれる。

This piece opens rather mischievously with the music from “Funny 
Girl”, a musical film. In hypnotic and contemplative atmosphere,"TORDRE" 
delicately depicts the movement of dancers and the story of their bodies..

振付：Rachid OURAMDANE
出演：Annie HANAUER, Lora JUODKAITE

※12歳から入場可　Suitable for ages 12+

レクチャーパフォーマンス『ダンスハ體育ナリ？』

ワークショップ

トーク

10/6 Sat 10：15-11：45  スタジオアーキタンツ

「振付家 ラシッド・ウランダンを迎えて」 
10/4 Thu 19：00-  アンスティチュ・フランセ東京



パウラ・ロソレン／Haptic Hide（ドイツ）
Paula ROSOLEN／Haptic Hide（Germany）

『Aerobics!- A Ballet in 3 Acts』（2015）
10/13 Sat  15：00
10/14 Sun  15：00 
スパイラルホール　Spiral Hall
80年代にフィットネスエクササイズとして世界的旋風を巻き起
こしたエアロビクスに内在する構造を研究し、解体、ダンスと
して再構築したユニークな作品。3幕構成の中で、ダンサー達
は、美的感覚と規則的な運動の視点からダンス、振付、エア
ロビクスの関係性を探る。
“Aerobics! A ballet in 3 Acts” is a unique piece which studies and 
disassembles the structure beneath the surface of aerobics that took 
the world by storm in the 1980s as a form of fitness exercise, and 
reassembled it into a dance piece. During the three-acts structure, 
dancers investigate the relationship of dance, choreography and aerobics 
from its aesthetics and coordinated movements.

コンセプト・振付：Paula ROSOLEN
出演：Alina BILOKON, Léonard ENGEL, Sanna LUNDSTRÖM, 
　　 Stephan B. QUINCI, Leonardo RODRIGUES, Paula ROSOLEN, 
　　 Tamara SAPHIR
※小学生から入場可　Suitable for elementary student or above
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BLUE TOKYO
DNAスペシャルパフォーマンス
DNA Special Performance

10/11 Thu  19：30 
10/12 Fri   19：30 
草月プラザ　Sogetsu Plaza

男子新体操とダンスの要素を併せ持つ、唯一無二のエンターテイ
ンメント集団。イサム・ノグチが手掛けた石庭「天国」に広がる、
草月流・山田幸泉の幻想的な作品空間で、繊細かつダイナミックな
パフォーマンスが繰り広げられる。

BLUE TOKYO is an unique entertainment group whose performance is 
combined Men’s Rhythmic Gymnastics with dance. You can see their sensitive but 
dynamic performance in the artistic space, the stone garden designed by Isamu 
NOGUCHI, titled, “Heaven” with Kosen YAMADA’s Sogetsu Ikebana works.

振付・演出・出演：BLUE TOKYO
インスタレーション：山田幸泉（いけばな草月流作家）

Photo: MAKINO

主催

共催

助成

協賛

協力

連携

アドバイザリーボード

Dance New Air実行委員会
一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ
株式会社ワコールアートセンター
港区（平成30年度港区文化プログラム連携事業）
株式会社ダゲレオ出版（シアター・イメージフォーラム）
一般財団法人草月会
在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター
株式会社アーキタンツ
平成30年度文化庁国際芸術交流支援事業
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）
NC電源開発株式会社、株式会社THE BODY RIDE、株式会社SPLENDID、
東急ステイサービス株式会社、トヨタ自動車株式会社、minä perhonen、
MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社、株式会社ワールド
青山ブックセンター本店、オーストラリア政府、オーストラリアnowスポンサー、
THREE AOYAMA、公益財団法人 セゾン文化財団、ダンス保育園!!実行委員会、
VACANT、株式会社ワールドスペースソリューションズ
Baobab、東京バビロン、LAND FES、公益財団法人品川文化振興事業団、
川村美紀子、鳥の劇場運営委員会、北九州芸術劇場、
京都市／アンスティチュ・フランセ関西、世田谷パブリックシアター、
愛知県芸術劇場、笠井瑞丈×上村なおか、一般社団法人オフィスアルブ、
KAAT神奈川芸術劇場、フェスティバル/トーキョー実行委員会
石井達朗（舞踊評論家／慶応義塾大学名誉教授／愛知県立芸術大学客員教授）
榎本了壱（アタマトテインターナショナル代表／京都造形芸術大学客員教授）
貫 成人（舞踊批評家／専修大学文学部教授）
乗越たかお（作家・舞踊評論家／株式会社ジャパン・ダンス・プラグ代表）
久野敦子（公益財団法人セゾン文化財団プログラムディレクター）

スーパーバイザー
チーフプロデューサー

プロデューサー
制作
票券

テクニカルコーディネート
翻訳

宣伝美術
ウェブサイト構築

記録撮影（スチール）
記録撮影（映像）

小野晋司、小林裕幸（スパイラル）
宮久保真紀
平岡久美、山下宏洋、橋口 諭（スパイラル）
滝沢麻衣、目澤芙裕子、岩中可南子、大津海人（スパイラル）
翠-sui-
原口佳子
時田曜子
太田博久（golzopocci） 
大須賀政裕
ユーリア・スコーゴレワ
中瀬俊介

関連展覧会 EXHIBITION

※小学生から入場可　Suitable for elementary student or above

小林勇輝 Yuki KOBAYASHI
『Life of Athletics』
10/7 Sun - 10/14 Sun 12：00- 　VACANT
性や人種的な固定概念をテーマに扱うパフォーマンスアーティス
ト小林勇輝が取り組む『Life of Athletics』シリーズから、映像作
品と写真を展示。
Films and photos from Yuki KOBAYASHI’s “Life of 
Athletics”. He is a performance artist whose works focusing 
on our fixed concept about sex and race. 

『見えるもの・見えないもの』
Visible / Invisible
10/3 Wed - 10/14 Sun  10：00- 　草月プラザ  Sogetsu Plaza
山田幸泉による竹ひご1万本を使ったインスタレーション。同空間
にて10月11日、12日BLUE TOKYOのパフォーマンスを上演。
Installation art with ten thousand thin bamboo strips by 
Kosen YAMADA. On October 11th and 12th, BLUE TOKYO 
will perform in this space.

『珠玉の赤と花の旋律』
Ikebana meets Gem Sogetsu Collection
1期 ： 10/3 Wed - 10/5 Fri , 2期 ： 10/10 Wed - 10/12 Fri　10：00-
草月会館 2階談話室　2F Lounge, Sogetsu Kaikan
草月アートコレクションと名作花器のいけばな展示。
The exhibition of Sougetsu art collection and Ikebana with masterpiece vases.

Photo: L'Rye Guinve

Photo: 関谷幸三『見えるもの・見えないもの 2016』

観覧無料  Admission free
※終了時間は日によって異なります。

展覧会 『見えるもの・見えないもの』 10/3 Wed - 10/14 Sun  草月プラザ
展覧会 『珠玉の赤と花の旋律』 1期：10/3 Wed - 10/5 Fri   2期：10/10 Wed - 10/12 Fri  

  草月会館 2階談話室



【お問合せ】

Information in English is available at our website : http://dancenewair.tokyo/2018/en/

Dance New Air　info@dancenewair.tokyo  080-3340-5670（Dance New Air 代表／平日11：00 - 18：00）
　　    ＠dancenewair　　www.facebook.com/dancenewair

TICKETS   好評販売中
通し券　全7作品を各1回ずつ観覧できるお得なチケット ¥22,000〔20枚限定〕
はしご券　1日に複数の公演をお得にはしごできるスペシャルチケット〔各30枚限定〕
〈はしご券ラインアップ〉
10/3 Wed 19:00『ラストパイ』 → 20:30『SPLIT』 ¥8,000
10/4 Thu 19:00『ラストパイ』 → 20:30『SPLIT』 ¥8,000
10/6 Sat 15:00『ダンスハ體育ナリ？』 → 19:00『TORDRE』 ¥6,000
10/7 Sun 12:00『ダンスハ體育ナリ？』 → 16:00『TORDRE』 ¥6,000
★１　Ｕ-24/O-65
24歳以下、65歳以上の方対象。事前にチケットを購入の上、公演当日の受付にて、年齢確認がで
きるものをご呈示ください。（健康保険証、免許証、高齢者受給者証など）

★2　港区割引
港区在住、在勤、在学の方対象。事前にチケットを購入の上、公演当日の受付にて、住所、勤務地、
学校所在地が確認できるものをご呈示ください。（学生証、社員証、健康保険証など。名刺の場合は
本人確認資料添付）

当日券   一般前売料金 +¥500
※通し券、はしご券、各種割引券は前売りのみの販売です。
※障害者割引：ご本人と付き添いの方1名は10％OFF(前売りのみ）。
　　　　　　  ticket@dancenewair.tokyoへお申し込みください。
※車いすをご利用の方は事前にお問合せください。
※連携プログラムのチケットは各主催者へお問合せください。
※チケット代など記載の料金は全て税込です。

チ
ケ
ッ
ト
取
扱
い

WEB予約  ●Dance New Air オンラインチケット　http://dancenewair.tokyo
電話予約  ●カンフェティチケットセンター　Tel.0120-240-540（平日10：00 - 18：00）
窓口販売  ●MINA-TO（スパイラル1F）　   Tel.03-3498-4015（11：00 - 20：00）

作家名
作品名 一般前売

￥5,000

￥4,000

￥4,000

￥3,000

￥3,000
（1ドリンク付）

￥3,000

￥4,000

座席

指定席

自由席

自由席

自由席

自由席

自由席
入場整理番号付

自由席

会場

草月ホール

スパイラルホール

スパイラルホール

ゲーテ･インスティトゥート
東京ドイツ文化センター

VACANT

草月プラザ

スパイラルホール

￥4,500

￥3,500

￥3,500

￥2,500

￥2,500
（1ドリンク付）

￥2,500

￥3,500

黒田育世

ルーシー・ゲリン

ラシッド・ウランダン

パウラ・ロソレン

木野彩子

小林勇輝 

BLUE TOKYO

『ラストパイ』

『SPLIT』

『TORDRE（ねじる）』

『Aerobics!- A Ballet in 3 Acts』

『ダンスハ體育ナリ？』

『Chromosome』

DNAスペシャルパフォーマンス

U-24/O-65
★１

￥4,500

￥3,500

￥3,500

￥2,500

￥2,500

￥3,500

港区割引
★2

ー

SCHEDULE 10/3
Wed

9/29
Sat

9/30
Sun

10/1
Mon

10/2
Tue

10/4
Thu

10/5
Fri

10/6
Sat

10/7
Sun

10/8
Mon
Holiday

10/9
Tue

10/11
Thu

10/12
Fri

10/13
Sat

10/14
Sun

10/10
Wed

託児サービス（有料・定員あり・要予約）　イベント託児・マザーズ　Tel.0120-788-222 （平日 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00）

スパイラルホール

草月ホール

ショウケース（スパイラル1F）

シアター・イメージフォーラム

青山ブックセンター

草月プラザ

ゲーテ・
インスティトゥート

VACANT

ルーシー・ゲリン

黒田育世

ラシッド・ウランダン

木野彩子

パウラ・ロソレン

展覧会 『見えるもの・見えないもの』  10：00-  ※閉場時間は日によって異なります
展覧会 『珠玉の赤と花の旋律』 1期 10：00- 展覧会 『珠玉の赤と花の旋律』 2期 10：00-

ダンスブックフェア  10：00 -  22：00

展覧会 小林勇輝 『Life of Athletics』  12：00-  ※閉場時間は日によって異なります

ダンスショウケース

ワールド北青山ビルアンスティチュ・フランセ東京

ダンスフィルム  21：00 - （10/1, 10/7 20：00-）※10/13トークショーあり

宮
益
坂

←
渋
谷
駅
 SHIBUYA sta.

スパイラルホール
ショウケース

VACANT　

草月ホール
草月プラザ

ワールド北青山ビル

ゲーテ・インスティトゥート
東京ドイツ文化センター

国連大学

THREE
AOYAMA

シアター・
イメージフォーラム

●Starbucks
    Coffee

Found
MUJI
● 赤坂→■表参道駅B2出口

■
青
山
一
丁
目
駅 

    

4
出
口

■表参道駅
　B3出口

●青山学院大学

●
郵
便
局

●
高
橋
是
清
翁
記
念
公
園

●

●

骨
董
通
り

青山通り AOYAMA st.

4

●

ラフォーレ原宿

New Balance

●交番

公園
●

●

芝浦公園

●

愛育
病院

セブンイレブン

ローソン

ファミリーマート■A6 出口

①スパイラルホール／ショウケース　Spiral Hall／Showcase
　東京都港区南青山5-6-23　Tel.03-3498-1171（スパイラル代表）
②草月ホール（草月会館B1F）／草月プラザ（草月会館1F）　Sogetsu Hall／Sogetsu Plaza　
　東京都港区赤坂7-2-21　Tel.03-3408-1154
③ゲーテ･インスティトゥート　東京ドイツ文化センター　Goethe-Institut Tokyo
　東京都港区赤坂7-5-56　Tel.03-3584-3201
④VACANT　
　東京都渋谷区神宮前3-20-13　Tel.03-6823-5447
⑤シアター・イメージフォーラム　Theatre Image Forum
　東京都渋谷区渋谷2-10-2　Tel.03-5766-0114

⑥青山ブックセンター 本店　Aoyama Book Center main store
　東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山ガーデンフロア（B2F）　Tel.03-5485-5511
⑦ワールド北青山ビル　World Kita Aoyama Building
　東京都港区北青山3-5-10
⑧THREE AOYAMA
　東京都港区北青山 3-12-13 1F 2F　Tel.03-6419-7511
⑨リーブラホール（みなとパーク芝浦1F）　Libra Hall at Minato Park Shibaura
　東京都港区芝浦1-16-1
　スタジオアーキタンツ　STUDIO ARCHITANZ
　東京都港区芝浦1-13-10 第3東運ビル4F　Tel.03-5730-2732

ACCESS MAP

明治通り MEIJI st.

↑
原
宿
駅

6

8

2

7

1

3

10

9

5

青山ブックセンター本店

都営地下鉄 三田駅 MITA sta.

芝浦口
（東口）

リーブラホール
（みなとパーク芝浦1F） スタジオ 

アーキタンツ

JR 田町駅 TAMACHI sta.

関連プログラム

リーブラホール

20：30 20：30

15：00 12：00

19：00 19：0019：00

小林勇輝
17：00 19：0019：00

19：00 16：00 15：00 15：00

BLUE TOKYO
草月ホール 草月プラザ

19：30 19：30

PRESENT

L・ゲリン R・ウランダン
屋外パフォーマンス

レクチャー ＋ ダンス

トーク ワークショップ ワークショップ
R・ウランダン

青木尚哉
奥野美和

レクチャー ＋ ダンス
黒田育世
タシロリエ

トーク

小林勇輝

ダンス保育園!!
スタジオアーキタンツ

尾形直子・楠美奈生
THREE AOYAMAスタジオアーキタンツ

ミナ ペルホネン特製フェスティバルTシャツ
パフォーマンス、ダンスフィルム、ダンス保育園!!、連携
公演など有料プログラムのうち、２つ以上のプログラム
のチケット５枚でオリジナルTシャツをプレゼント！ 
スパイラルホールでの公演終了後に受付にてお渡ししま
す。（なくなり次第終了）

THREE デラックスサンプルセット
通し券・はしご券ご購入者、ダンス公演の託児サービスをご利
用の方、「ダンス保育園！！」、THREE AOYAMAでのワークショッ
プご参加の方に、THREEのデラックスサンプルセット（引換券）
をプレゼント！  期間中、THREE AOYAMAにてお受け取りいた
だけます。

ワークショップ
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