
（阪急阪神ホールディングスグループ）

NEWS RELEASE                     

2023 年 2 月 22 日(水)12：00 解禁

ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、玉置浩二×オーケストラ公演ツアーの新
シリーズ【billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2023 “Navigatoria”】の
メインビジュアルを公開した。ビジュアル撮影は世界的に活躍するフォトグラファー、レスリー・キー
によるもので、今回の公演のために新たに撮り下ろされたカットとなる。

今回公開されたメインビジュアルは、ツアータイトルの「Navigatoria（道標）」をイメージしてお
り、前回のツアータイトルだった「Arcadia（理想郷）」を超えた、さらなる高みに向かって挑む玉置浩
二を表現している。ツアーの開幕を記念して、22 日から 23 日にかけて、読売新聞（全国版夕刊/中部支
社版朝刊）と沖縄タイムス（朝刊）にメインビジュアルの 1 面広告の掲載が予定されている。

本ツアーはビルボードクラシックス初開催となる沖縄を含む全国 10 都市 18 公演という過去最大規模
となる。玉置浩二のライフワークとなっているシンフォニックツアーは年々注目度が高まっており、チ
ケットは一般発売初日に全公演完売となった。

玉置浩二×オーケストラ公演、明日よりツアー開幕
レスリー・キー撮り下ろしのメインビジュアルが公開！



【新聞広告掲載情報】
◆2 月 22 日（水）読売新聞全国版夕刊
◆2 月 23 日（木）読売新聞中部支社版朝刊
◆2 月 23 日（木）沖縄タイムス朝刊

【公演情報】
■公演名： billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2023 “Navigatoria”
（読み）ビルボードクラシックス タマキコウジ レジェンダリー シンフォニック コンサート ニセン
ニジュウサン “ナビガトリア”

■開催日時・会場：
①【東京】2023 年 2 月 23 日（木祝）東京芸術劇場 コンサートホール 開場 17：00／開演 18：00
②【東京】2023 年 2 月 24 日（金）東京芸術劇場 コンサートホール 開場 17：00／開演 18：00
③【大阪】2023 年 3 月 4 日（土）フェスティバルホール 開場 16：00／開演 17：00
④【大阪】2023 年 3 月 5 日（日）フェスティバルホール 開場 15：00／開演 16：00
⑤【愛知】2023 年 3 月 15 日（水）愛知県芸術劇場 大ホール 開場 17：30／開演 18：30
⑥【福岡】2023 年 3 月 23 日（木）福岡サンパレス ホテル＆ホール 開場 17：30／開演 18：30
⑦【東京】2023 年 3 月 30 日（木）東京国際フォーラム ホール A 開場 17：30／開演 18：30
⑧【群馬】2023 年 4 月 13 日（木）高崎芸術劇場 大劇場 開場 17：30／開演 18：30
⑨【北海道】2023 年 4 月 24 日（月）札幌文化芸術劇場 hitaru 開場 17：30／開演 18：30
⑩【北海道】2023 年 4 月 25 日（火）札幌文化芸術劇場 hitaru 開場 17：30／開演 18：30
⑪【兵庫】2023 年 4 月 28 日（金）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 開場 17：30／開演 18：30
⑫【兵庫】2023 年 4 月 29 日（土）兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 開場 16：00／開演 17：00
⑬【熊本】2023 年 5 月 5 日（金祝）熊本城ホール メインホール 開場 16：00／開演 17：00
⑭【大阪】2023 年 5 月 15 日（月）フェスティバルホール 開場 17：30／開演 18：30
⑮【京都】2023 年 5 月 16 日（火）ロームシアター京都 メインホール 開場 17：30／開演 18：30
⑯【東京】2023 年 5 月 25 日（木）東京ガーデンシアター 開場 17：30／開演 18：30
⑰【沖縄】2023 年 6 月 2 日（金）那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 開場 17：00／開演 18：00
⑱【沖縄】2023 年 6 月 3 日（土）沖縄コンベンションセンター 劇場棟 開場 16：00／開演 17：00

■出演：玉置浩二

■管弦楽・指揮：
①②⑯【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団 【指揮】大友直人
③④⑤【管弦楽】大阪交響楽団 【指揮】田中祐子
⑥⑬【管弦楽】九州交響楽団 【指揮】円光寺雅彦
⑦【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団 【指揮】田中祐子
⑧【管弦楽】群馬交響楽団 【指揮】大友直人
⑨⑩【管弦楽】ビルボードクラシックスオーケストラ with SORA 【指揮】栁澤寿男
⑪⑫【管弦楽】日本センチュリー交響楽団 【指揮】湯浅卓雄
⑭⑮【管弦楽】大阪交響楽団 【指揮】湯浅卓雄
⑰⑱【管弦楽】琉球交響楽団 【指揮】大友直人

■主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
【北海道】北海道新聞社、エフエム北海道、道新文化事業社
【沖縄】ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、エフエム沖縄
■共催：【群馬】高崎芸術劇場（公益財団法人 高崎財団）
■企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
■協力：株式会社阪急交通社、ローソントラベル
■後援：米国ビルボード、【沖縄】沖縄県、沖縄タイムス社、那覇市（6/2）、宜野湾市（6/3）
■協賛：【大阪・愛知・京都】大和ハウス工業株式会社、【福岡】福岡トヨタ自動車株式会社
■特別協賛：【沖縄】株式会社日建ハウジング



■公演公式サイト：https://billboard‑cc.com/classics/tamaki‑navigatoria/

【チケット情報】※全公演完売
■チケット価格：13,000 円（全席指定・税込）※特製ブックレット付 ※未就学児入場不可

※車椅子をご利用のお客様は、各公演のお問合せ先までお電話にてお問合せください。
※チケットはおひとり様 1 枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方
はご入場できません。
＜ご来場のお客様へのお願い：https://billboard‑cc.com/classics/notice/＞

■コンサートに関するお問い合わせ
【東京・群馬】キョードー東京 0570‑550‑799（11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）
【大阪・兵庫・京都】キョードーインフォメーション 0570‑200‑888（11:00～18:00／日祝休）
【愛知】サンデーフォークプロモーション 052‑320‑9100（全日 12:00～18:00）
【北海道】道新プレイガイド 0570‑00‑3871（10:00～17:00／日曜休）
【福岡・熊本】キョードー西日本 0570‑09‑2424（11:00～15:00／日祝休）
【沖縄】PM エージェンシー 098‑898‑1331（月～木 11:00～14:00／金土日祝休）

ビルボードクラシックス
ロック・ポップス界の実力派ボーカリストとクラシックス音楽界の
マエストロが指揮する管弦楽団がコラボレーションするオーケスト
ラコンサート。2022 年に 10 周年の節目を迎え、全国の音楽専用ホ
ール等でこれまでに 300 公演以上開催している。
（公式サイト https://billboard‑cc.com/classics/ ）

【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 ビルボード事業本部 クラシックス事業部

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：https://billboard‑cc.com/classics/



【添付資料】出演者プロフィール
玉置浩二

1958 年生まれ。北海道出身のシンガーソングライター。
1982 年バンド「安全地帯」としてデビュー。「ワインレッ
ドの心」、「恋の予感」、「悲しみにさよなら」など 80 年代の
音楽シーンを席巻。ソロ活動で作詞も手がけ始め、「田園」
「メロディー」をはじめとする多くのヒットを生み出す。
2012 年には、オリジナルレーベル「SALTMODERATE」を
発足。安全地帯とソロの活動を並行して行いながら、2014
年、7 年ぶりとなるオリジナル・ソロ・アルバム
『GOLD』、そして同じ時代を共有してきたアーティストの
名曲を歌ったアルバム『群像の星』をリリース。2015 年・
2016 年、国内外の主要オーケストラと共演するビルボード
クラシックス公演を実施。2016 年 6 月、バルカン特別編成
交響楽団に管弦楽作品「歓喜の歌」を謹呈。2017 年、ソロ
デビュー30 周年そして安全地帯デビュー35 周年というダブ
ルアニバーサリーイヤーでは、日本武道館で開催した安全
地帯 35 周年記念ライブでは 2 日間で 2 万 5000 人の動員を

記録した。2018 年・2019 年もオーケストラ公演、ソロツアーと精力的に活動。2019 年 11 月安全地帯
として約 30 年ぶりのスタジアムライブ「安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム」を敢行、3 万
8000 人を動員し、圧倒的なボーカル力で観客へ感動をもたらした。2020 年 12 月、6 年ぶりとなるニュ
ーアルバム『Chocolate cosmos』リリース。第 71 回 NHK 紅白歌合戦に 24 年ぶりの出場を果たし、オ
ーケストラとともに披露した「田園」は、熱い感動とともに全国で大きな反響を呼んだ。
2021 年、1 月より再開されたオーケストラ公演「PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE 
EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ（オーチェペリ）”』」（4 都市 6 公演）、続いて 6 月より
開催の “КАПЕЛЬ（カペーリ）”（7 都市 8 公演）公演では、各地で大喝采を巻き起こした。同年 9
月からはバンド編成による「玉置浩二 Concert Tour 2021 故郷楽団～Chocolate cosmos」を全国 24 都
市／27 会場にて敢行。2022 年にはソロデビュー35 周年そして安全地帯デビュー40 周年を迎える。
オフィシャルサイト https://saltmoderate.com/


