
キリトリ キリトリ 

 
7月 31日(月)、8月 1日(火) 

現役ダンサーの正確なポジションを目の前で学ぶチャンス。是非この機会にお越し下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1日でアルチュス先生とヤニック先生の 2クラス受講する事も可能です。 

 

 受講クラスに〇をお付け下さい 

アルチュス 基礎レッスン 中学生以上～30歳   経験 3 年以上 7/31        8/1     2 日間通し 

ヤニック 基礎レッスン/ジュニア 10歳～13歳 経験 3年以上 7/31        8/1     2 日間通し 

ヤニック 基礎レッスン/シニア  14歳～35歳 経験 3年以上 7/31        8/1     2 日間通し 

合計金額        円   振込予定日：（   ／   ）  

備考 

 

講師 クラス 対象年齢 時間 受講料 

アルチュス・ラヴォー 基礎クラス 中学生以上～30歳 経験 3 年以上 10:30-12:00 5,000円 

ヤニック・ヴィトンクール 
基礎クラス/ジュニア 10歳～13歳     経験 3 年以上 12:15-13:45 5,000円 

基礎クラス/シニア 14歳～35歳     経験 3 年以上 14:00-15:30 5,000円 

2017年パリ・オペラ座バレエ団現役ダンサーによる特別講習会申込書 

ふりがな                         男 ・ 女 

お名前 

生年月日(西暦         年/      月/    日)    年齢      歳 

ご住所〒 

TEL、携帯(      )         ― 

FAX    (       )         ― 

Ｅ-mail 

 

一般社団法人京都バレエ団主催 

1988年生まれ 

国立パリ・オペラ座バレエ学校で学び 

2007年国立パリ・オペラ座バレエ団入団 

カドリーユ昇格 2008年コリフェ昇格 

2010年スジェ昇格 

現在、パリ・オペラ座ダンサーとして活躍。 

スジェながらも準主役を抜擢されるなど期待のダンサー。 

スイスの母親のバレエ教室でクラスも担当。 

美しいフォーム、テクニックは高い評価を受けレッスンでは

素晴らしい見本を披露。2015年京都バレエ団公演 

「ロミオとジュリエット」でベンヴォ―リオ役を 

演じ好評を得る。 

1991年生まれ 

2003年国立パリ・オペラ座バレエ学校入学 

2009年国立パリ・オペラ座バレエ団入団 

2010年コリフェ昇格 2012年スジェ昇格 

2014年プルミエール昇格 

正確なポジションと麗な足さばきが美しい。主役を任されるなど 

次期エトワールに期待。2015 年京都バレエ団「ロミオとジュリエット」

にてシリアスなティボルト役を演じた。 



 

①申込書を（表面）FAX、郵送にてお送り下さい。 

または同内容をメール下さい。 

ホームページからでもお申込いただけます。 

    京都バレエ専門学校 北白川スタジオ  

    TEL(075)701-6026  FAX(075)712－8303(申込み受付) 

〒606-8267 京都市左京区北白川西町 73  

E メール arima.b@fancy.ocn.ne.jp 

 

 

  ②お申込後１週間以内に下記いずれかにお振込下さい。 

一旦お支払頂いた料金は返金できません。 

□ゆうちょ銀行  00960-7-171804    

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

  京都
きょうと

バレエ団
だん

 

 ※必要な場合 店名/099 貯金種目/当座 口座番号/0171804 

 金融機関からの振込用紙口座番号 〇九九(ゼロキユウキユウ)店(099) 当座 0171804 

※ご入金確認後、受講票を FAX・メールまたは郵送いたしますので、当日御持参下さい。 

                                                                                   

 ③レッスン受講生は受講票とゼッケン（ローマ字で胸につける） 

を忘れずにお持ち下さい。 

 

一般社団法人京都バレエ団 〒606-8267 京都市左京区北白川西町 73 TEL（075）701-6026 FAX（075）712-8303 

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい (TEL 075-701-6026) 

 

 

 

 パリ・オペラ座バレエ学校教師による講習会の御案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ゼッケンの例 

 

YUKI 

会場 京都バレエ団、京都バレエ専門学校 

北白川スタジオ 

TEL：075-701-6026  

市バス「北白川」下車徒歩 3 分有馬医院裏の白い建物 

 

京都駅から地下鉄烏丸線「今出川」駅より市バス 203 系統 

京阪電車「出町柳」駅,又は阪急電車「河原町」駅より 

市バス 17･203 系統 

mailto:Eメールarima.b@fancy.ocn.ne.jp


国立パリ・オペラ座バレエ学校現役教師のレッスン 

を受けてみませんか？ 

また京都バレエ専門学校説明会も同時開催！ 

パリ・オペラ座スタイルの正確な指導がとても好評です 

 

1981年パリ・オペラ座バレエ学校入学。 

1985年パリ･オペラ座バレエ入団。 

３ヶ月後ルドルフ･ヌレエフより「くるみ割り人形」 

ソロとして任命される。1986年コリフェ 

1987年スジェとなる。第４回パリ国際バレエコンクール」にて優勝 

パリ・オペラ座観客賞（AROP）受賞。 

2002年 1月パリ･オペラ座教師に任命される。 

2004年よりパリ・オペラ座バレエ学校の教師。若手育成に力を注ぐ。 

キリトリ 

特別講習会 2017年 7月 22日(土)、23日(日)  一般社団法人 京都バレエ団 

 
 

 

 

 

 

 

※2日間通して来られる方は 1,000円の割引   

※エリック先生、ファニー先生の基礎クラスを 1日 2 クラス受講する事も可能 

 

 

 

 

 

 

 

 受講クラスに〇をお付け下さい 

カミーヨ 
基礎レッスン 6,000 円   7/22   7/23 

2 日間通し 11000 円 2 日間通し 

ガイダ 
ジュニアレッスン 6,000 円 7/22   7/23 

ジュニアレッスン 2 日間通し 11000 円 2 日間通し 

ガイダ 
シニアレッスン 6,000 円 7/22   7/23 

シニアレッスン 2 日間通し 11,000 円 2 日間通し 

ガイダ 
 

22 日ジュニアレッスン 23 日シニアレッスン 2 日間通し 

※23 日学校説明会希望でガイダ先生ジュニアクラス受講できない方 
11,000 円 2 日間通し 

京都バレエ専門学校 学校説明会 (23 日のみ 11：45～13：00) 無料 参加する 参加しない 

合計金額        円   振込予定日：（   ／   ）  

備考 

講師 クラス 対象年齢 時間 受講料 

エリック・カミーヨ 基礎クラス(女子・男子) 中学生以上～30歳 経験 3 年以上 10：00～11：30 6,000円 

ファニー・ガイダ 
基礎クラス(ジュニア女子) 

10歳～14歳 経験 3年以上 

※23 日(日)に学校説明会へご参加される方はジュニアクラスと

同じ時間帯に行われるのでカミーヨ先生のクラス又はガイダ先生

のシニアクラスを受講して下さい。 

11：45～13：15 6,000円 

基礎クラス(シニア女子) 15歳～30歳 経験 3年以上 13：30～15：00 6,000円 

23日(日)のみ 学校説明会  どなたでもご参加自由  11：45～13：00 無料 

2017年 7月 パリ･オペラ座バレエ学校教師による特別講習会申込書 

ふりがな                         男 ・ 女 

お名前 

生年月日(西暦         年/      月/    日)    年齢      歳 

ご住所〒 

TEL、携帯(      )         ― 

FAX    (       )         ― 

Ｅ-mail 

1973年パリ・オペラ座バレエ学校入学 

1978年パリ・オペラ座バレエ団入団。 

同年カドリーユへ 1980年コリフェ昇格 1981年 スジェ昇格 

リファール、ヌレエフ古典作品コンテンポラリーまで多くの 

作品のソリストを務める 1989年プルミエールダンサー 

1993年“ジゼル”にてエトワールに任命される。 

退団後、パリ・オペラ座バレエ学校の教師となり 

現在指導者として活躍。 

 

お申込については 

裏面をご覧下さい 



①申込書を（表面）FAX、郵送にてお送り下さい。または同内容をメール下さい。 

ホームページからでもお申込いただけます。 

   京都バレエ専門学校 北白川スタジオ     TEL(075)701-6026  FAX(075)712－8303 

〒606-8267 京都市左京区北白川西町 73  E メール arima.b@fancy.ocn.ne.jp 

 

  ②お申込後１週間以内に下記へお振込下さい。 

□ゆうちょ銀行  00960-7-171804   一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

  京都
きょうと

バレエ団
だん

 

 ※必要な場合 店名/099 貯金種目/当座 口座番号/0171804 

  金融機関からの振込用紙口座番号 〇九九(ゼロキユウキユウ)店(099) 当座 0171804 

※ご入金確認後、受講票を FAX・メールまたは郵送いたしますので、当日御持参下さい。 

 

 ③レッスン受講生は受講票とゼッケン（ローマ字で胸につける）を忘れずにお持ち下さい。    

   ※レオタードやゼッケンの色など指定はありません。 

 

会場 白梅町スタジオ 

TEL：075-701-6026  

〒603-8325 京都市北区北野上白梅町 21 

 

 

 

学校法人京都バレエ専門学校 〒603-8325 京都市北区北野上白梅町 21 TEL（075）463-0997 FAX（075）464-7730  

一般社団法人京都バレエ団 〒606-8267 京都市左京区北白川西町 73 TEL（075）701-6026 FAX（075）712-8303 

ホームページ http://www.kyoto-ballet-academy.com/   

 

ご不明な点等ございましたら、お問合せ下さい (TEL 075-701-6026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ゼッケンの例 

 
YUKI 

mailto:Eメールarima.b@fancy.ocn.ne.jp

