大阪市福島区海老江 1 丁目 1 番 31 号
（阪神野田センタービル 10F）

NEWS RELEASE
2020 年 12 月 23 日（水）15：00 リリース

玉置浩二×オーケストラ再始動ツアー、本日よりプレイガイド先行販売開始！
6 年振り待望のニューアルバムもついにリリース

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：北口正人）が 2021 年 1 月 22 日より各地で開催する
「billboard classics 玉置浩二 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021『THE EURASIAN
RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ” 』
（読み）ザ・ユーラシアン・ルネッサンス “オーチェペ
リ”」のプレイガイド先行チケット発売が本日より開始となります。
2020 年 3 月から全国で開催予定だった「THE EURASIAN RENAISSANCE」を改めて上演する本
公演は、タイトルを「ОТТЕПЕЛЬ（オーチェペリ：ロシア語で雪解けの意）」と改め、東
京、大阪、熊本にて開催されます。現代最高峰のヴォーカリストと称される玉置浩二と、世界的
に活躍するマエストロ達が率いるオーケストラとの共演がいよいよ再始動。先の見えないこの世
界に雪解けを予感させる希望の光を灯す、玉置浩二の魂の叫びをお見逃しなく！
また、玉置浩二 6 年ぶりとなるニューアルバム『Chocolate cosmos』も本日ついに発売となり
ます。数々のアーティストに提供した珠玉の楽曲が、玉置浩二自らの歌唱と新たなアレンジによ
り蘇ります。発売を記念して 12 月 25 日（金）に開催される、日比谷と池袋の劇場での甲子園
ライブ映像の上映会も要注目です。伝説のバンド安全地帯が 38000 人を集めた甲子園球場での
熱狂を劇場で再びお楽しみください！

■公演情報
billboard classics 玉置浩二 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2021
『THE EURASIAN RENAISSANCE “ОТТЕПЕЛЬ” 』
（読み）ザ・ユーラシアン・ルネッサンス “オーチェペリ”
【東京】2021 年 1 月 22 日（金）開場 18:00 開演 19:00 東京文化会館 大ホール
【東京】2021 年 2 月 11 日（木・祝）開場 16:00 開演 17:00 東京国際フォーラム ホール A
【大阪】2021 年 2 月 27 日（土）開場 16:00 開演 17:00 フェスティバルホール
【大阪】2021 年 2 月 28 日（日）開場 15:00 開演 16:00 フェスティバルホール
【熊本】2021 年 3 月 8 日（月）開場 18:00 開演 19:00 熊本城ホール メインホール
チケット 14,000 円（税込・全席指定）※未就学児入場不可
※特製 DVD 付き：2019 年ロシア国立交響楽団＆薬師寺・世界遺産コンサート等を収録
主催・企画制作：ビルボードジャパン
後援：米国ビルボード J-WAVE（東京）FM COCOLO（大阪）TKU テレビ熊本（熊本）
公演公式 HP：http://billboard-cc.com/classics/tamaki2021-ottepel/
感染予防対策について：http://billboard-cc.com/classics/200924notice/
■先行販売情報
下記プレイガイドにて 2020 年 12 月 23 日（水）から先行発売開始
【東京】
◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tamaki2021bbc/
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/tamaki2021bbc
◎イープラス：https://eplus.jp/tamaki2021bbc
◎キョードー東京：https://www.kyodotokyo.com/tamaki2021bbc
【大阪】
◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/kojitamaki-o/
◎ローソンチケット：https://l-tike.com/tamaki2021bbc/
◎イープラス：https://eplus.jp/ktpsc/
◎CN プレイガイド：https://www.cnplayguide.com/tamaki/
【熊本】
◎キョードー西日本：http://www.kyodo-west.co.jp/
※詳細は公演公式 HP をご確認ください。
■玉置浩二ニューアルバム情報
『Chocolate cosmos』
2020 年 12 月 23 日（水）発売
KinKi Kids、鈴木雅之など数々のアーティストに提供した珠玉の 10 曲を自らの歌唱で収録。
通常盤
・1CD \3,000（税別）COCB-54320
・1LP \3,800（税別）COJA-9407
※詳細は https://columbia.jp/tamakikoji/#info2 よりご確認ください。
発売元：日本コロムビア
■『安全地帯 IN 甲子園球場 さよならゲーム』上映イベント
甲子園球場の臨場感やバンドサウンドのダイナミズムを大スクリーンで再現
上映前には安全地帯メンバーによるトークイベント、また未公開映像の特別上映も予定
【日時】12 月 25 日（金） 16:00 スタート
【トークゲスト】安全地帯／矢萩渉・六土開正・武沢侑昂 (予定)

＊変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
＊池袋会場は中継となります。実際の登壇はございません。
【会場 1】TOHO シネマズ日比谷 (本会場・ゲスト登壇あり)
【会場 2】TOHO シネマズ池袋 (中継)
【料金】 4,500 円 (税込)
*プレミアムラグジュアリーシート、プレミアボックスシートは別途追加料金がかかります
*入場者プレゼント付
※詳細およびチケット情報は https://www.tohotheater.jp/theater/084/info/event/anzenchitai.html
よりご確認ください。
■関連記事
・
「玉置浩二『Chocolate cosmos』オリジナル・アルバムを作るつもりで取り組んだ、入魂のセル
フ・カヴァー集」
（intoxicate 2020 December [コラム]）https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/27084
■メディア情報
・タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターに玉置浩二が初登場！ ポスターはタワーレコ
ードおよび TOWERmini 全店にて 11 月 24 日（火）より順次掲出されます。
https://tower.jp/article/news/2020/11/18/n101
・WOWOW ライブ『玉置浩二 Chocolate cosmos～恋の思い出、せつない恋心～』
放送日：2021 年 1 月 3 日（日）20:00 https://www.wowow.co.jp/tamakikoji/
・NHK BS プレミアム「玉置浩二ショー」 放送日：2021 年 1 月 9 日（土） 22:30～23:30 放送予
定
※ビルボードクラシックス公式 twitter https://twitter.com/billboardcc
【コンサートに関するお問い合わせ】
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）
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）
熊本 キョードー西日本 0570-09-2424（11:00～17:00 日曜、祝日休み）
【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/

