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
2022 年 1 月 13 日(木) 18：00 リリース

Chara デビュー30 周年を飾るオーケストラ公演開催決定！
シンフォニックサウンドとの融合により、名曲の数々に新たな命が吹き込まれる

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）は、Chara デビュー30 周年を飾るオーケストラ公演「billboard
classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 - Charaʼs Time Machine -」の
開催を決定した。
1991 年 9 月、シングル「Heaven」でのデビュー以降、ミュージシャンとして、そしてファッショ
ンアイコンとしても唯一無二の存在感を放ち続ける Chara。その飽くなき⾳楽的探求⼼による表現は
クラシックの世界にも広がり、玉置浩二や山崎育三郎といった国内一流アーティストのオーケストラ
公演を手掛けるビルボードクラシックスとのコラボレーションが実現。オーケストラとの融合という
新境地を切り拓くこととなる。
世界的に活躍するマエストロ栁澤寿男が率いる名門オーケストラをバックに、その独特かつ個性的
な歌声で名曲の数々に新しい命が吹き込まれる。アーティストとしての 30 周年の軌跡を辿る“タイム
マシーン”に乗って、その新たな歴史の目撃者となれ！
【公演情報】
■公演名： billboard classics Chara 30th ANNIVERSARY Premium Symphonic Concert 2022 Charaʼs Time Machine （読み）ビルボードクラシックス チャラ サーティース
コンサート 2022 - チャラズ タイムマシーン -

アニバーサリー

プレミアム

シンフォニック

■開催日時・会場：
【西宮】2022 年 3 月 27 日(日) 開場 16:00 開演 17:00 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール
【東京】2022 年 4 月 15 日(金) 開場 17:30 開演 18:30 Bunkamura オーチャードホール
■出演：Chara
■指揮：栁澤寿男
■管弦楽：
【西宮】日本センチュリー交響楽団
【東京】東京フィルハーモニー交響楽団
■編曲監修：山下康介
■主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
■後援：米国ビルボード
■公演公式サイト：https://billboard-cc.com/classics/chara2022/

【チケット情報】
■チケット価格：11,000 円（全席指定・税込）※未就学児入場不可
■チケット販売スケジュール ※お一人様 1 公演につき 4 枚まで
◎Chara オフィシャルモバイルファンクラブ「チャラモバ」会員先行(抽選)：
2022 年 1 月 13 日(木)18:00 ～ 2022 年 1 月 23 日(日)23:59
https://charaweb.net/2022/01/premium-billboard-classics-30th/
◎ローソンチケット先行(抽選)：2022 年 1 月 24 日(月)15:00 ～1 月 30 日(日)23:59
https://l-tike.com/chara30thbc/
◎ビルボードライブ「Club BBL」会員先行(抽選)：2022 年 1 月 24 日(月)15:00 ～1 月 30 日
(日)23:59 https://l-tike.com/st1/clubbbl-ticket2234
◎各プレイガイド先行(抽選)：2022 年 1 月 31 日(月)～
◎一般発売：2022 年 2 月 26 日(土)10:00～
■チケット取扱いプレイガイド
【西宮】
ローソンチケット / チケットぴあ / イープラス / CN プレイガイド / 楽天チケット
【東京】
ローソンチケット / チケットぴあ / イープラス
※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％で実施する場合、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：https://billboard-cc.com/classics/200924notice/＞
■コンサートに関するお問い合わせ
【西宮】キョードーインフォメーション 0570-200-888 11:00～16:00(日曜・祝日は休業)
【東京】ディスクガレージ 050-5533-0888（平日 12:00～15:00）

【添付資料】出演者プロフィール
Chara
1991 年 9 月、シングル「Heaven」でデビュー。オリ
ジナリティ溢れる楽曲と独特な存在感により人気を得
て、ファッションでも注目を集め、 1992 年の 2nd ア
ルバムでは日本レコード大賞ポップ、ロック部門のア
ルバム・ニューアーティスト賞を受賞。1996 年には
女優として出演した岩井俊二監督の映画「スワロウテ
イル」が公開され、劇中のバンド YEN TOWN BAND
のボーカルとして参加して制作されたテーマソング
「Swallowtail Butterfly～あいのうた」が大ヒットと
なる。この頃からライフスタイルをも含めた新しい女
性像としての人気も獲得し、 1997 年のアルバム
「Junior Sweet」は 100 万枚を超えるセールスを記録。以降「CHARA のような」と他の女性アーティ
ストを形容するような個性を完全に確立する。⾳楽的探求を以後も各アルバムでなし続け、若手、新
鋭とのコラボレーションも数多い。2018 年 12 月にはオリジナルアルバム『Baby Bump』をリリー
ス、2020 年 2 月には過去、ともに実験的ガールズバンドを組んだ相手である YUKI とのユニット・
Chara+YUKI 名義でミニアルバム『echo』リリース。デビュー30 周年を迎えた 2021 年秋、日本コロ
ムビア移籍を発表し全く衰えを知らぬ⾳楽的探求が続く。

栁澤寿男（指揮）
2005-2007 年、マケドニア旧ユーゴ国立歌劇場首席指揮者。
2007 年、UNMIK 国連コソボ暫定行政ミッション下のコソボフィ
ル響首席指揮者に就任。
同時に、サンクトペテルブルク響、プラハ響、サラエボフィル、
セルビア放送響、ベオグラード国立歌劇場、アルバニア放送響等
に客演。2007 年、バルカン半島(特に旧ユーゴスラヴィア)の民族
共栄を願って、バルカン室内管弦楽団を設立。2016 年、国連欧
州本部総会議場(在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部・国連欧
州本部主催)で演奏を披露。2019 年には、コソボの
©木之下晃
芸術・文化の発展とバルカン室内管弦楽団を通した地域和平へ
の尽力によりコソボ大統領勲章(文化功労賞)を叙勲される。
日本国内では、新日本フィル、日本フィル、東京フィル、東京都響、東京響、東京シティ・フィル、
札幌響、仙台フィル、群馬響、名古屋フィル、京都市響、大阪フィル、日本センチュリー響、関西フ
ィル、兵庫芸術文化センター管、九州響、アンサンブル金沢等に客演。
現在、バルカン室内管弦楽団⾳楽監督、コソボフィルハーモニー交響楽団首席指揮者、ベオグラー
ド・シンフォニエッタ名誉首席指揮者、東北ユースオーケストラ指揮者、京都フィルハーモニー室内
合奏団ミュージックパートナー。著書に「バルカンから響け！歓喜の歌(晋遊舎)」
。

日本センチュリー交響楽団
日本センチュリー交響楽団は 1989 年に活動を開始し、2019 年に楽団創立 30 周年を迎えた。現在は
50 名のメンバーが在籍。飯森範親が首席指揮者、秋山和慶がミュージックアドバイザーを務め、2021
年 4 月より久石譲が首席客演指揮者に就任。ザ・シンフォニーホールで開催するシンフォニー定期演
奏会、ハイドンの交響曲全曲演奏・録⾳プロジェクト「ハイドンマラソン」に加えて、豊中市立文化
芸術センターでの名曲シリーズと 2 拠点で定期的な演奏会を開催。
オーケストラ体感コンサート「タッチ・ジ・オーケストラ」
、特別支援学校コンサート、ユースオーケ
ストラの運営といった教育プログラム、
「豊中まちなかクラシック」（豊中市）、「ルシオール街かどコ
ンサート」
（滋賀県守山市）等の地域連携事業にも力を入れている。
オフィシャル・ホームページ https://www.century-orchestra.jp/

東京フィルハーモニー交響楽団
1911 年創立。日本のオーケストラとして最古の歴史をもち、メンバー約 160 名、シンフォニーオーケ
ストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉⾳楽監督チョン・ミョンフン、首席指揮者アン
ドレア・バッティストーニ、特別客演指揮者ミハイル・プレトニョフ。自主公演の他、新国立劇場他
でのオペラ・バレエ演奏、NHK 他における放送演奏など、高水準の演奏活動を展開。また、海外公演
も積極的に行い、国内外から高い注目を集めている。
1989 年から Bunkamura オーチャードホールとフランチャイズ契約を結んでいる。東京都文京区、千
葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を結び、各地域との教育的、創造的な文化交
流を行っている。公式ウェブサイト https://www.tpo.or.jp/

【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：https://billboard-cc.com/classics/

