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ビルボードクラシックス今井美樹デビュー35周年記念コンサート 

ファンへの感謝と未来への希望を込めて、7月に東阪でアンコール公演決定！ 

billboard classics MIKI IMAI 35th Anniversary premium ensemble concert -Encore- 

 

昨年 11 月に東京・大阪で行われたビルボードクラシックス今井美樹デビュー35 周年記念プレミ

アム・アンサンブルコンサート（主催・企画制作：ビルボードジャパン/株式会社阪神コンテンツ

リンク〔阪急阪神ホールディングスグループ〕本社：大阪市福島区、代表取締役：清水 奨）のア

ンコール公演がこのたび 7 月に開催されることが決定した。 

 

昨年アーティストデビュー35 周年を迎えた今井美樹は、コロナ禍の影響で一時は開催が危ぶまれ

たものの、11 月に念願のアニバーサリー公演をフェニーチェ堺[大阪](11 月 22 日・23 日)と

Bunkamura オーチャードホール[東京](11 月 26 日・27 日)にて開催。音楽監督を務める山下康介

の指揮のもと特別に編成された 20 名のプレミアム・アンサンブルとともに、珠玉の名曲群を伸び

やかな歌声で表情豊かに歌い上げ、35 周年の感謝と未来への希望を込めたステージを届けた。

「今宵の音楽が、ひと時でもみなさまの人生に寄り添うサウンドトラックになれば嬉しい」とい

う今井美樹の言葉に呼応するかのように会場は温かく深い感動に包まれ、アンコールの

「PRIDE」では万雷の拍手が巻き起こった。 

 

 

 

公演の感動冷めやらぬ中、来場が叶わなかったファンや再演を望む多くの声に応えて、このたび 7

月に東阪計 2 公演を再演する運びとなった。昨年 11 月の開催から 8 か月を経て、クラシックとポ

ップスの垣根を超えて活躍する音楽の名手たち、そして映像演出を手掛けた NAKED, INC.ら舞台



チームが再び集結、陽光眩い季節に開催される貴重な 2 公演にぜひ期待したい。 

 

なお、4 月 19 日（月）16 時より WOWOW にて昨年ツアーの最終公演の模様が再放送される。 

チケットは 4 月 23 日より FC 先行受付、一般先行受付は 4 月 28 日よりスタートする。 

 

 

 

 

【公演情報】 

■公演名： 

billboard classics MIKI IMAI 35th Anniversary premium ensemble concert -Encore- 

ビルボードクラシックス今井美樹デビュー35 周年記念プレミアム・アンサンブルコンサート ―アンコール― 

 

■開催日時・会場： 

大阪公演：2021 年 7 月 24 日（土）フェスティバルホール 開場 17:30 開演 18:30 

東京公演：2021 年 7 月 30 日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開場 17:30 開演 18:30 

 

■出演：今井美樹 

■音楽監督・編曲監修：山下康介 

■演奏者：河野圭（ピアノ）、鶴谷智生（ドラムス）、鳥越啓介（ベース）、真部裕（ストリング

ス・トップ）、ビルボードクラシックスストリングス（管弦楽アンサンブル）、ほか 

■映像演出：NAKED, INC. 

 

■主催・企画制作：ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク） 

■後援：米国ビルボード 

■協力：ダダミュージック、オン・ザ・ライン 

■公演 HP：http://billboard-cc.com/classics/miki-imai-encore/ 

 

【チケット情報】 

■一般チケット：12,000 円（全席指定・税込） 

※特製プログラム付 

※３歳未満入場不可 

■Club BBL 先行 4/28（水）12:00～5/9（日）23:59 

 受付 URL：https://l-tike.com/st1/imaimiki-clubbbl2021 

■プレリクエスト先行（ローソンチケット） 4/28（水）12:00～5/9（日）23:59 

2020年 11月 27日（金）Bunkamuraオーチャードホール公演より 

http://billboard-cc.com/classics/miki-imai-encore/
https://l-tike.com/st1/imaimiki-clubbbl2021


 受付 URL：https://l-tike.com/mikiimai-35th 

■一般発売日 6 月予定 

取り扱いプレイガイド：ローソンチケット、イープラス、ticket board 

※収容率は政府の方針、感染状況等により判断いたします。なお、収容率 100％での実施が可能

になった場合、前後左右を空けずにお座りいただくことになりますので予めご了承ください。 

※チケット購入の際は必ず、下記ページに掲載している注意事項をご確認の上、チケットをお求

め下さい。 

お客様へのお願いと感染予防対策について：http://billboard-cc.com/classics/200924notice/ 

 

【コンサートに関するお問い合わせ】 

（大阪）キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日・土曜 11:00～16:00） 

（東京）キョードー東京  0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00） 

 

【WOWOW 再放送のご案内】 

2020 年 11 月の公演の模様は、4 月 19 日（月）16 時から放送される。 

収録日・収録会場 2020 年 11 月 27 日／東京 Bunkamura オーチャードホール 

https://www.wowow.co.jp/detail/172278/001 

  

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社阪神コンテンツリンク パフォーミング・アーツ部 

メールアドレス：bbc@hcl-c.com TEL：(03）5544-9802 FAX：（03）5544-9806 

ビルボードクラシックス公式ウェブサイト：http://billboard-cc.com/classics/ 

https://l-tike.com/mikiimai-35th
http://billboard-cc.com/classics/200924notice/
https://www.wowow.co.jp/detail/172278/001


【添付資料】出演者プロフィール 

今井美樹 

1986 年シングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュ

ー。CM・ドラマ・映画等、活動の幅を広げながら、

「PIECE OF MY WISH」、「PRIDE」等、数多くの大

ヒット曲を発表。等身大の歌詞と透明感溢れる歌声

は男女問わず幅広い層に支持されている。女性誌の

表紙に登場するなど、世代を超えたミューズとして

の人気は今も健在。 

昨年秋にデジタル配信されたシングル『Hikari』はテ

レビ朝日系列『科捜研の女』の主題歌。 

2020 年 5 月に歌手デビュー35 年目を迎え、同年 11

月にタイムレスな名曲をオーケストラで再現したセ

ルフカバーアルバム「Classic Ivory 35th Anniversary 

ORCHESTRAL BEST」を発表、また東京と大阪で

billboard classics MIKI IMAI 35th Anniversary 

premium ensemble concert を開催した。 

今井美樹 Official YouTube Channel 

今井美樹オフィシャル HP 

 

山下康介（音楽監督・編曲監修） 

1974 年、静岡県生まれ。東京音楽大学作曲専攻卒業。 

映画「海辺の映画館〜キネマの玉手箱」「花筐／

HANAGATAMI」「その日のまえに」などの大林宣彦監督

作品に多く携わるほか、NHK 連続テレビ小説「瞳」やド

ラマ「花より男子」、アニメ「ちはやふる」、特撮作品「宇

宙戦隊キュウレンジャー」「仮面ライダーセイバー」、歴史

シミュレーションゲーム「信長の野望シリーズ」などの音

楽がある。 

また、「題名のない音楽会」（テレビ朝日系）などにおいて

多くの編曲を手掛けているほか、宮本亜門氏演出のミュー

ジカル「太平洋序曲」「スウィーニー・トッド」などで公演

音楽監督を務めている。 

現在、洗足学園音楽大学教授、東京音楽大学客員教授。一

般社団法人日本作編曲家協会（JCAA）理事。 

写真クレジット©Shinsuke Yamamoto 

 

 

 

 

http://po.st/im_line
http://po.st/im_line
https://www.youtube.com/channel/UCMZvkxZmEfvkiNkatbdEJ_g
https://www.youtube.com/channel/UCMZvkxZmEfvkiNkatbdEJ_g
http://www.imai-miki.net/


ビルボードクラシックスストリングス 

世界の音楽ブランド“ビルボード”のプロデュース・監修に

よる特別編成弦楽アンサンブル（弦楽合奏団）。 

GODIEGO デビュー40 周年記念公演〔2016 年 1 月&4 月

（大阪・シンフォニーホール＆東京文化会館大ホール）〕、

そして、尾崎裕哉の初のソロ大型ホールコンサート（2017

年 12 月東京文化会館大ホール）等、日本の音楽シーンの

エポックメイキング的な数々の注目舞台の演奏を担う。

新しい音楽の可能性を開拓する意思のもと、在京、在関西

の主要オーケストラ等から選抜した俊英演奏家たちが集

結した特別編成弦楽アンサンブル（弦楽合奏団）。クラシ

ック音楽作品、映画作品等の演奏会、そしてポップス・ロ

ック・ジャズアーティストとのジャンルを越えた共演、

CD・TV 特番収録など多彩な音楽活動＆メディア活動を

展開中。玉置浩二特集の NHK 音楽番組 SONGS（2019 年 10 月 26 日放送）にも出演。 

 

NAKED, INC.（映像演出） 

 1997 年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。

"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理

念に、映画やテレビ、MV、広告、空間演出、地方創生、教育

プログラムなどジャンルを超えて手がけてきた。近年では、

世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト

「Breath / Bless Project」や AR/VR 商品の開発など、オンラ

イン・オフラインを超えた様々な体験を展開。アート、エン

ターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、

スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆる SCENE(シーン)におい

て新たな体験や価値を生み出している。 

代表作は、花の体感型アート展「FLOWERS BY NAKED」、

サウナのアート体験「NAKED SAUNA」、ヴァーチャルガイ

ド「 NAKED SAMURAI 」、 AI が生み出す音楽体験

「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE 

by NAKED yoyogi park」など。 

https://naked.co.jp/ 

Instagram：@naked_inc 

YouTube：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC 

 

https://naked.co.jp/
https://www.youtube.com/c/NAKEDINC

