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イバン・バルガス
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新進の技巧派
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ルイサ・パリシオ
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気迫のプーロ・バイレ
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ミゲル“エル・ルビオ”
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期待の新鋭
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ミゲル・アンヘル・エレディア
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マリナ・エレディア
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フラメンコ界の歌姫

公演オフィシャルサイト

本場スペイン・フラメンコ界の未来を担う次世代アーティストの豪華競演！

主催 ： 企画・構成 ： 蒲谷照雄後援 ：                スペイン大使館

チケット販売・お問い合わせ

▲

（株）イベリア   TEL: 03-3449-8454   E-mail: ff2015@iberia-j.com   〒150-0013 渋谷区恵比寿1-8-5 東洋ビル6F

Marina Heredia y Arte Flamenco
マリナ・エレディア・イ・アルテ・フラメンコ

カンテの女王マリナ・エレディアをゲストに迎えた
カンテ・ギター・バイレの競演

S席＝前売 ¥8,500（当日 ¥9,500）
A席＝前売 ¥7,000（当日 ¥8,000）
B席＝¥5,000（前売のみ）
学生席＝¥4,000（前売のみ）

チケット料金（全席指定・税込）

プロA

4 Estrellas Flamencas
クアトロ・エストレージャス・フラメンカス

4人の若手舞踊手による
バイレ・フラメンコの競演

【東京】 S席＝前売 ¥8,000（当日 ¥9,000）
 A席＝前売 ¥6,000（当日 ¥7,000）
 B席＝¥4,000（前売のみ）
 学生席＝¥3,000（前売のみ）
【仙台】 全席指定 ¥6,000（席種なし）

チケット料金（全席指定・税込）

プロB
情熱のフラメンコ

5月5日は「こどもの日」限定親子ペア席あり！

Pasión Flamenca
パシオン・フラメンカ

プロC

【清水】 S席＝¥6,000 / A席＝¥4,000
【東京】 S席＝¥6,000 / A席＝¥4,000
 親子ペアS席＝¥6,000★
 ［タイプA］小学生以上高校生以下のお子様同伴の親子ペア
 ［タイプB］65歳以上の親同伴の親子ペア

チケット料金（全席指定・税込）

購入
条件

★

東 京
新宿文化センター・大ホール

Aプロ 19:00開演
マリナ・エレディア
［4歌手］

ルビオ・デ・プルナ
マヌエル・タニェ
ファニジョロ

ルディ・フェルナンデス
［4ギタリスト］
ロマン・ビセンティ
エミリオ・マヤ
マヌエル・カサス

アントニオ・サンチェス
［4舞踊手］
イバン・アルカラ

ミゲル“エル・ルビオ”
イバン・バルガス

ミゲル・アンヘル・エレディア

5/1金

Cプロ 18:00開演

ソラジャ・クラビホ
アルバ・エレディア
イバン・アルカラ

ミゲル・アンヘル・エレディア
河内さおり

清 水
清水テルサ

4/29祝
水

Bプロ 16:30開演
［舞踊手］
エル・オルーコ

ミゲル“エル・ルビオ”
イバン・アルカラ

ミゲル・アンヘル・エレディア

Bプロ 19:15開演
［舞踊手］
ルイサ・パリシオ
ソラジャ・クラビホ
エステル・エステバン
アルバ・エレディア

5/2 土

Bプロ 18:30開演

エル・オルーコ
ミゲル“エル・ルビオ”
ルイサ・パリシオ

エステル・エステバン

5/3祝
日

Aプロ 19:00開演
マリナ・エレディア
［舞踊手］

ソラジャ・クラビホ
エル・オルーコ
イバン・アルカラ

5/4祝
月

Bプロ 19:00開演

ソラジャ・クラビホ
エステル・エステバン
アルバ・エレディア
イバン・バルガス

Cプロ 15:30開演
［舞踊手］

ソラジャ・クラビホ
アルバ・エレディア
イバン・バルガス

ミゲル・アンヘル・エレディア
河内さおり

共催 ： 公益財団法人 新宿未来創造財団

5/5祝
火

Aプロ 18:00開演
マリナ・エレディア
［舞踊手］
ルイサ・パリシオ
エル・オルーコ

ミゲル“エル・ルビオ”

大 阪
メルパルク大阪ホール

5/6振
水

Bプロ 16:00開演
［舞踊手］

ソラジャ・クラビホ
アルバ・エレディア
イバン・アルカラ
イバン・バルガス

仙 台
宮城野区文化センター

5/10 日

◆ やむを得ない事情で出演者・日程が変更・キャンセルになる
 場合がございます。予めご了承ください。
◆ お支払い後、チケットの払い戻しはできません。また、出演者
 変更に伴う払い戻し及び公演日の振り替えはいたしません。
◆ 小学生以上のご入場には1人1枚チケットが必要です。
 また、未就学児童の入場はご遠慮ください。
◆上演時間は2時間前後（休憩含む）を予定しております。

ご注意

ルビオ・デ・プルナ
Rubio de Pruna

マヌエル・タニェ
Manuel Tañe

エル・ガジ
El Galli

ファニジョロ
Juanillorro

ルディ・フェルナンデス
Rudi Fernández

ロマン・ビセンティ
Román Vicenti

パコ・イグレシアス
Paco Iglesias

エミリオ・マヤ
Emilio Maya

マヌエル・カサス
Manuel Cazás

アントニオ・サンチェス
Antonio Sánchez

CANTAORES｜出演カンタオール（歌手） GUITARRISTAS｜出演ギタリスト

2 0 1 5年特別公演2 0 1 52 年特別公演

の進の技進 技巧巧進進のの進進 技技新新新新 巧巧技技 派派技巧派進の技 派の新進新 技巧派新進の技 派派派派のの進進新進 技巧進進のの進進 技新新新新 巧技技 派進の技巧派進の技の 派の新進新進新新新進 派派派

Homenaje a Paco de Lucía～パコ・デ・ルシアに捧げる～

※〈Aプロ〉〈Bプロ〉S・A席チケットにつきましては4/30迄の販売分が前売券、5/1以降の販売分は当日券扱いとなります。　　※オンラインショップでのチケット販売は4/19迄となります。

チケット好評発売中！ Aプロ・Bプロ限定！ S席・A席チケット購入特典付き良席のお買い求めはお早めに！
チケット販売 ： イベリア（オンラインショップ、店頭販売、電話予約）、プレイガイド　※詳細は公演オフィシャルサイトをご覧ください。


