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NEWS RELEASE                                                                   

2021 年 1月 15日（金）12：00 リリース  
 

 話題の玉置浩二×オーケストラ公演、札幌公演追加決定！ 

いよいよ来週よりツアースタート 

 

昨年末、6 年ぶりの新譜発売に続き、24 年ぶりに出場した NHK 紅白歌合戦でオーケストラとと

もに「田園」を披露し、大きな感動を呼んだ玉置浩二。来週 1 月 22 日より各地で開催するオーケ

ストラ公演「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” 』について、東京、大阪、熊本に加え新たに札幌での公演開催が決定した。札幌公演

のチケットは 1 月 15 日より各先行受付を開始し、2 月 18 日から一般発売される。 

 

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。チケットは一般発売とともに完売した公演も続出し、残

りわずかとなっている。タイトルの「ОТТЕПЕЛЬ（オーチェペリ：ロシア語で雪解けの

意）」には、先の見えないこの世界の雪解けにも繋がる希望の光を灯したいという玉置浩二の強い

思いが込められている。そんな彼の魂の叫びとオーケストラの壮大な世界観が織りなす音楽の無

限のチカラで今を生きる喜びを全国各地にお届けする。 

なお、本公演では特典として 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

した特製 DVD が配布される。 

 

＊1 月 22 日東京公演は、政府より緊急事態宣言が発出されたことをうけ、公演終了時間を早める

ため、開演時間を 18:00（開場 17:00）としたうえで実施させていただきます。 

＊2 月 11 日東京公演に出演予定していた「バルカン室内管弦楽団」は緊急事態宣言に伴う海外か

らの入国制限措置強化のため来日中止となりました。同公演はビルボードクラシックスオーケス

トラによる特別編成で実施いたします。 



■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 17:00 開演 18:00 東京文化会館 大ホール ※販売終了 

【指揮】栁澤寿男 【管弦楽】新日本フィルハーモニー交響楽団  

【東京】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 ※残席わずか  

【指揮】栁澤寿男 【管弦楽】ビルボードクラシックスオーケストラ  

【大阪】2 月 27 日（土）開場 16:00 開演 17:00 フェスティバルホール ※完売 

【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ 

【大阪】2 月 28 日（日）開場 15:00 開演 16:00 フェスティバルホール ※残席わずか 

【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】京都フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ 

【熊本】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 ※完売 

    【指揮】栁澤寿男【管弦楽】九州交響楽団 

【札幌】3 月 23 日（火）開場 18:00／開演 19:00  札幌文化芸術劇場 hitaru 

【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】札幌交響楽団  

 

※公演実施については今後の政府の方針により、上記内容より変更になる場合もございます。 

※1 月および 2 月の公演は 11 月 12 日に政府から発表された方針に基づき、「大声での歓声、声援

等がないことを前提としうるイベント」として、感染予防対策を徹底した上で収容率 100％にて

開催いたします。来場するお客様方におかれましては、大声での声援や歓声ではなく拍手や心の

叫びで応援していただくようご協力お願い申し上げます。 

 

■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 

 

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/ 

 

■チケット情報 

【札幌公演】 

玉置浩二 FC「Cherry」会員先行：1 月 15 日(金)15:00～1 月 21 日(木)23:59 

ローソンチケット先行/ 「Club BBL」会員先行：1 月 22 日（金）15:00～1 月 27 日(水）23:59  

道新プレイガイド先行：1 月 28 日(木)10:00 ～2 月 11 日(木・祝) 23:59 

一般発売：2 月 18 日（木） 

    

【東京公演】（2 月 11 日公演のみ販売中） 

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/tamaki2021bbc/ 0570-02-9999 【P コード：190-402】 

・ローソンチケット https://l-tike.com/tamaki2021bbc【Ｌコード：72234】 

・イープラス  https://eplus.jp/tamaki2021bbc 

・キョードー東京 https://www.kyodotokyo.com/tamaki2021bbc 

【大阪公演】 

・チケットぴあ https://t.pia.jp/ 0570-02-9999 【P コード：190-233】 

・ローソンチケット https://l-tike.com/【Ｌコード：54653】 

・イープラス  https://eplus.jp/ 

・CN プレイガイド 0570-08-9999 

【熊本】（完売のためキャンセル受付のみ） 

・キョードー西日本：https://www.kyodo-west.co.jp/tqs/?eid=981 

【札幌】 

・道新プレイガイド 0570-00-3871   http://doshin-playguide.jp/ 

・チケットぴあ 0570-02-9999（一般発売以降よりチケット取扱い） 

・ローソンチケット 0570-084-001（一般発売以降よりチケット取扱い） 
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https://w.pia.jp/t/tamaki2021bbc/
https://l-tike.com/tamaki2021bbc
https://eplus.jp/tamaki2021bbc
https://www.kyodotokyo.com/tamaki2021bbc
https://t.pia.jp/
https://l-tike.com/
https://eplus.jp/
https://www.kyodo-west.co.jp/tqs/?eid=981
http://doshin-playguide.jp/


 

■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 

 

■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 

・「指揮者・湯浅卓雄が語る、玉置浩二とオーケストラの宿命的な出会い」（intoxicate 2019 April［イ

ンタビュー］）https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/21607 

 

※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） 

札幌 道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～17:00 日曜定休）  

 

【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/ 
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