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世界が喝采を贈るサーカスエンターテインメント、ここに集結！

（新潟市中央区鐘木）

新潟開港１５０周年記念事業 社会福祉事業協賛

主催 ： 新潟開港１５０周年記念事業実行委員会／ＴｅＮＹテレビ新潟　　共催 ： 新潟日報社　
後援 ： 新潟県、新潟県教育委員会、新潟市、新潟市教育委員会、新潟県社会福祉協議会、新潟市社会福祉協議会   他（申請中）

新潟公演
新潟市産業振興センター前 大テント 5月16日（水）より、

おトクなチケット販売開始！
5月16日（水）より、

おトクなチケット販売開始！

新潟公演事務局

ＴＥＬ.025-283-1537

 



感動の瞬間を見逃さない！ 迫力のステージは指定席・ボックス席がオススメ！！席がオススメ！！のステージは指指定定席席・ボックス席感動の瞬間を見逃さない！ 迫力力力の

陽気なメキシカンブラザーズが
難易度の高い技を次々と繰り出す。
スピード、テクニック、リズム感を
兼ね備えたパフォーマンスに
目が離せない。

そこに待ち受けるのは生か死か！？
天秤上の両端の輪の中と外を巧みに使い分け、
回転するマシーンと一つになって繰り広げる
危険な離れ技！

会場外からの飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。
テント内はカメラ・携帯電話・ビデオ等での撮影は
禁止されています。

※出演者の都合により、
　演目に変更が生じる場合がございます。
※出演者の都合により、
　演目に変更が生じる場合がございます。
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1,200円子ども
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入場券に指定席も含まれています。
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※大人：高校生以上、子ども：3歳から中学生（2歳以下ひざ上無料）
※価格はすべて税込みです。

　演目に変更が生じる場合がござい
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当日入場券（自由席）  大人2,800円・子ども1,500円

世界が喝采を贈る至高のパフォーマンス、ここに集結
世界中から集結したトップパフォーマー達が繰り広げる、超人的な肉体と技を駆使した迫力のアクロバットサーカス！

世界各地で開催されているサーカスフェスティバルを、ここに再現した

世界で賞賛されたハイレベルなメダルアクトを目にすることができる

本格エンターテインメントは、まさにサーカス夢の祭典。

今しか味わえない、この体験と感動はきっとあなたのこころに響くことでしょう。

女性 Hula Hooper が陽気に、リズミカルに、
最大40本ものフープを自在に操る！
華麗でしなやかな演技はまさに神業。

息の合った2人の男女が
華麗に宙を舞う。
天井から下がった2本のリボンのみで
織りなす感動のパフォーマンス。
ドラマティックな展開に目が離せない。

まるで本場ラスベガスのショータイム。
世界でも稀なチリ・キューバの
グラマラスな女性イリュージョニストが登場。
ラストシーンの結末に驚愕、
圧倒的な迫力は見逃せない。

日本人女性アーティストによるフープを
駆使した空中バレエは流れるような美しい
動きで観客を魅了する。

欧米アメリカよりエントリー。
華麗に舞う空中アクトは手に汗握るシーンの連続。
ダイナミックな大技が決まった瞬間、
観客の感動は最高潮に！

公演スケジュール／2018年7月16日（月・祝）～9月9日（日）

らくらく予約！！ かんたん発券！！

ポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケポプチケ
オ フ ィ シ ャ ル チ ケ ット サ イ ト

スマホ・PCでチケット購入！ 発券手数料０円！

■前売入場券・各種指定席事前販売窓口
●ＮＩＣ新潟日報販売店　●インフォメーションセンターえん（メディアシップ１Ｆ)　●ポプチケ（公式チケットサイト）　●セブンチケット（セブン－イレブン）　
●チケットぴあ　●ローソンチケット　●イープラス（ファミリーマート）　●楽天チケット　●新潟伊勢丹　●トップトラベル新潟(ＤｅＫＫＹ４０１) 　他

灼熱の地、アフリカ大陸エチオピアからやってきた
屈強の漢（おとこ）たちが魅せる
パワード・アクロバットの決定版！
今まで欧州をメインに人々を熱狂させていた彼らが、
ついに日本“初”上陸！！ セットや道具を全く使わない、
文字通り「力・技」100％のパフォーマンス！！！

南米コロンビアからエントリー。
2人の鍛え上げられた強靭な肉体が生み出す
力強さと、繊細で絶対的なバランス感覚が
織りなすパフォーマンスは圧巻。

■サーカス会場窓口では、当日入場券・各種指定席（当日分のみ）を販売いたします。

※取扱席種・販売期間等、詳しくは公式ホームページをご覧いただくか、お問合わせください。

※販売時間等、詳しくはお問合わせください。

●前売入場券＝【５月１６日(水)～８月１０日(金)】
●各種指定席券＝コンビニは観覧日の３日前まで販売
　　　　　　　　ポプチケは観覧日当日AM7:30まで販売

DeathwheelDeathwheel

Flying TrapezeFlying Trapeze

Ribbon AcrobaticsRibbon Acrobatics

Aerial HoopAerial Hoop

JugglingJu

Hand to HandHand to Hand

Hoop ManipulationHoop Manipulation

（１ＢＯＸ）最大4名様まで／１枚1名／1席 （１ＢＯＸ）最大4名様まで／１枚 （イメージ）

客席図

人数分の入場券（自由席）に追加でご利用いただけます。各種指定席には入場券は含まれておりません。

オトクな団体ご予約！！
15名以上より受付

観覧しやすい団体専用指定席になります。

1回目 2回目 3回目

日と8/12～8/16

7/16（祝・月）

土 ※8/11除く

8/11（土）

7/23～8/31の月・火・水・金
7/17・18と9/3～5

13:10
10:20
10:20
10:20
13:10
10:20

15:50

13:10
19：00
19：00
13:10 15:50

◆休演日 ： 
毎週木曜日（8/16は開催）
7/20（金）・8/17（金）・9/7（金）

●貸切公演・団体予約等によりご入場頂けない場合も
ございます。また、満席の際は次回以降の公演にお
廻りいただきます。詳しくはホームページでご確認
いただくか、事務局までお問い合わせください。

●貸切公演・団体予約等によりご入場頂けない場合も
ございます。また、満席の際は次回以降の公演にお
廻りいただきます。詳しくはホームページでご確認
いただくか、事務局までお問い合わせください。

●1回の公演時間は約1時間５０分（休憩１５分）
●雨天開演（強風などによる荒天時は事前にお
問い合わせください。）

※当日のみ障がい者手帳提示割引あり
※車いすエリアのご利用はお電話にてご予約を承ります。

ポプチケ限 定 販 売

African Hand Voltage（熱狂のアフリカ）
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れておりません。

冷房
完備

■新潟駅南口発～
　●市民病院行き　新潟市民病院バス停で下車、徒歩約１０分
　●曽野木ニュータウン行き　新潟市民病院バス停で下車、徒歩約１０分

■高速道路 新潟中央ICから車で1分
■亀田バイパス 姥ヶ山ICから車で6分
■新潟バイパス 女池ICから車で3分
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【販売期間】
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