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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 2 月 25 日(金) 15：00 リリース 

  

 

明日 2 月 26 日より、安全地帯 40 周年、玉置浩二ソロ 35 周年というアニバーサリーイヤーの幕開け

を飾る、玉置浩二×オーケストラ公演「billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY 

LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 “Arcadia -理想郷-”」（主催：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））の全国ツアーが、東京国際フォーラム ホール A を皮切りにスタートする。 

各地の公演チケットが早々に完売する中、本日新たに札幌追加公演が決定。また、ツアーファイナ

ルとなる河口湖ステラシアター公演のプレイガイド先行が本日より開始し、鑑賞付き旅行プランや玉

置浩二とステラシアターにまつわる秘話を掲載した特設サイトも開設された。 

 

さらに、本日 2 月 25 日は 40 年前に安全地帯が「萠黄色のスナップ」でデビューした記念すべき

日。それを祝して美術家 横尾忠則が描き下した安全地帯と玉置浩二のアニバーサリー特別アートワー

クが発表され、本日付け朝日新聞夕刊（東京本社版・大阪本社版）にも掲載される。 

 

その他、今夏には安全地帯はユニバーサルミュージックから、玉置浩二はソニーミュージックか

ら、ファン投票によるベストアルバムのリリースも決定しており、それぞれのアルバムの収録曲は本

日からスタートしたリクエスト投票をもとに選曲される。投票は 3 月 25 日（金）まで特設サイトにて

受付が行われ、投票の結果やアルバムの詳細は後日発表される。 

 

本日、約 11 年ぶりとなる安全地帯の新曲シングル「愛の戦友」も日本コロムビアからリリースさ

れ、2022 年夏には玉置浩二の全国ツアー、そして秋には安全地帯のコンサートの開催も決定し（詳細

は後日発表）、アニバーサリーイヤーの安全地帯・玉置浩二の活躍から目が離せない。 

 

玉置浩二×オーケストラ公演、明日いよいよ全国ツアー開幕！ 

全公演チケット完売につき追加公演決定！ 

デビュー記念日の本日、横尾忠則による特別アートワークや 

リクエスト投票によるアルバムリリース情報も発表 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 

“Arcadia -理想郷-” 札幌追加公演】 

 

■開催日時：2022 年 5 月 15 日 (日)  開場 15:00 開演 16:00 

■会場：札幌文化芸術劇場 hitaru 

■指揮・管弦楽： 【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】札幌交響楽団 

 

■チケット先行販売スケジュール 

◎道新プレイガイド会員先行：2 月 26 日(土)10:00～3 月 6 日(日)23:59 

◎ローチケ「Lencore」「プレリク」先行：3 月 4 日(金)15:00 ～ 3 月 9 日(水)23:59 

◎ビルボードライブ「Club BBL」会員先行：3 月 4 日(金)15:00 ～ 3 月 9 日(水)23:59 

◎一般発売：3 月 25 日(金)10:00 

 

■札幌追加公演に関するお問い合わせ 

道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00-17:00 日曜定休）https://doshin-playguide.jp/ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【阪急交通社 presents billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC 

CONCERT 2022 “Arcadia -理想郷-” Special 2 days in 河口湖ステラシアター】 

 

■特設サイト https://billboard-classics.com/tamaki-stellar/ （2 月 25 日オープン） 

 

■プレイガイド先行：2 月 25 日(金)10:00～ 

キョードー東京    https://tickets.kyodotokyo.com/tamaki2022bbc_stellar/ 

チケットぴあ     https://w.pia.jp/t/tamaki2022bbc-stellar/    P コード：211-382 

ローソンチケット   https://l-tike.com/tamaki2022bbc_stellar/   L コード：72718 

イープラス      https://eplus.jp/tamaki2022bbc_stellar/ 

 

■河口湖公演に関するお問い合わせ 

キョードー東京 0570-550-799 オペレーター受付時間（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00） 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【リリース情報】 

◆2 月 25 日(金) 発売 日本コロムビア 

安全地帯「愛の戦友」[シングル CD] COCA-17941 ／1,650 円 (税込) 

 

◆安全地帯、玉置浩二のアニバーサリーイヤーを飾るアルバムのリリースが今夏に決定。 

このアルバムの収録曲は本日からスタートしたリクエスト投票をもとに選曲される。 

安全地帯は 241 曲、玉置浩二は 194 曲が投票の対象曲となっており、それぞれ３曲まで 

を選べるようになっている。投票は 3 月 25 日（金）23：59 まで特設サイトにて受付が 

行われ、投票の結果やアルバムの詳細は後日発表される。 

安全地帯/玉置浩二リクエスト投票受付サイト https://www.110107.com/A40_T35/ 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://doshin-playguide.jp/
https://billboard-classics.com/tamaki-stellar/
https://tickets.kyodotokyo.com/tamaki2022bbc_stellar/
https://w.pia.jp/t/tamaki2022bbc-stellar/
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https://eplus.jp/tamaki2022bbc_stellar/


【billboard classics 玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022 

“Arcadia -理想郷-” 】 

■ツアー全日程・会場 

①【東京】2 月 26 日(土) 東京国際フォーラム ホール A 開場 16:00 開演 17:00  

②【大阪】3 月 2 日(水) フェスティバルホール  開場 17:30 開演 18:30   

③【大阪】3 月 3 日(木) フェスティバルホール  開場 17:30 開演 18:30   

④【札幌】3 月 24 日(木) 札幌文化芸術劇場 hitaru  開場 17:30 開演 18:30   

⑤【熊本】4 月 8 日(金) 熊本城ホール メインホール 開場 17:30 開演 18:30   

⑥【名古屋】4 月 12 日(火) 愛知県芸術劇場大ホール 開場 17:30 開演 18:30   

⑦【東京】4 月 23 日(土) 東京文化会館 大ホール 開場 16:00 開演 17:00   

⑧【東京】4 月 24 日(日) 東京文化会館 大ホール 開場 15:00 開演 16:00   

⑨【福岡】5 月 10 日(火) 福岡サンパレス ホテル＆ホール 開場 17:30 開演 18:30  

⑩【札幌】5 月 15 日(日) 札幌文化芸術劇場 hitaru  開場 15:00 開演 16:00 

⑪【西宮】5 月 28 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 

⑫【西宮】5 月 29 日(日) 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール 開場 15:00 開演 16:00 

⑬【河口湖】6 月 11 日(土) 河口湖ステラシアター 開場 16:00 開演 17:30（予定） 

⑭【河口湖】6 月 12 日(日) 河口湖ステラシアター 開場 16:00 開演 17:30（予定） 

 

■指揮・管弦楽  

① 【指揮】大友直人 【管弦楽】東京フィルハーモニー交響楽団 

②③【指揮】田中祐子 【管弦楽】大阪交響楽団 

④⑩【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】札幌交響楽団 

⑤ 【指揮】栁澤寿男 【管弦楽】九州交響楽団 

⑥ 【指揮】栁澤寿男 【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 

⑦⑧【指揮】大友直人 【管弦楽】東京フィル・ビルボードクラシックスオーケストラ 

⑨ 【指揮】円光寺雅彦 【管弦楽】九州交響楽団 

⑪⑫【指揮】湯浅卓雄 【管弦楽】日本センチュリー交響楽団 

⑬⑭【指揮】大友直人 【管弦楽】群馬交響楽団 

 

■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 

 

■Arcadia 公演公式サイト：https://billboard-cc.com/classics/tamaki2022-arcadia/ 

 

※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/＞ 

 

■主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 

【札幌】北海道新聞社、道新スポーツ、エフエム北海道、道新文化事業社   

【河口湖】河口湖ステラシアター、山梨日日新聞社、山梨放送 

■企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 

■特別協賛：【河口湖】株式会社阪急交通社 

■協賛：【大阪】大和ハウス工業株式会社 

■後援：米国ビルボード、【熊本】TKU テレビ熊本、【福岡】九州朝日放送 

--------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

https://billboard-cc.com/classics/tamaki2022-arcadia/
https://billboard-cc.com/classics/200924notice/


【玉置浩二 プロフィール】 

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/ 

 

【安全地帯 プロフィール】 

玉置浩二：ボーカル、ギター、矢萩渉：ギター、武沢侑昂：ギ

ター、六土開正：ベース、田中裕二：ドラムス。 

1982 年、シングル『萠黄色のスナップ』（キティレコード／現：

ユニバーサルミュージック）でデビュー。1983 年、『ワインレ

ッドの心』が大ヒットとなり、一躍全国にその名が知れ渡る。

その後も『恋の予感』『熱視線』『悲しみにさよなら』など立て

続けにヒットを放ち、快進撃を続ける。その活躍は日本にとど

まらず、香港を中心に、台湾、シンガポール、マレーシアなどアジア圏での人気が高まり、国内外にお

いて 1980 年代を代表する人気グループの地位を不動のものとした。 

その後 3 度の活動休止を経て、2010 年にシングル「蒼いバラ」を発表し活動再開。以降、各メンバーの

ソロ活動と並行してバンドも定期的に活動。2017 年にはデビュー35 周年を迎え、日本武道館と香港ア

ジア・ワールドエキスポで記念公演を実施。2019 年 11 月、安全地帯では初となる阪神甲子園球場での

コンサートを敢行。3 万 8000 人の会場は大熱狂に湧いた。2022 年、デビュー40 周年を迎える。 

 

 

【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/ 

https://saltmoderate.com/

