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報道各位   
 

 

 

大沢たかお×石丸幹二×ケイコ・リー 夢の初共演！ 

JET STREAM 2015 “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES 
 

 

2015 年 3 月 28 日（土）22:00～22:55 オンエア！ 
 

 
 

TOKYO FMをはじめとする JFN38局で放送中の『JET STREAM』（月-金 24時～24 時 55分）では、

番組の世界観を味わえる一夜限りのプレミアムコンサート『TOKYO FM 45th Anniversary JET STREAM 

2015 “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』を、2015年 3月 22 日（日）昭和女子大学 人見記念講

堂にて開催致しました。 

コンサートナビゲーターは『JET STREAM』5代目機長 大沢たかお。指揮は海老原光、演奏は日本フィルハ

ーモニー交響楽団。演出は深作健太。さらにスペシャルゲストに歌手・俳優の石丸幹二、ジャズ・シンガーの

ケイコ・リーを迎えて、「花の香りの浪漫飛行」をテーマに、光あふれる春の街を巡るフライトへ誘いました。 

この模様は3月28日(土)22:00～22:55、TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットで放送致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜コンサート当日の様子＞ 
 

 

「遠い地平線が消えて、深々とした夜の闇に心を休める時、はるか雲海の

上を音も無く流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています･･･」 

コンサートのオープニングを飾ったのは、大沢たかおによる、おなじみのナレ

ーションと番組テーマ曲「ミスター・ロンリー」。番組の世界観そのままに、光

あふれる春の街を巡る旅が始まりました。 
 

 

 

スコットランドのキャンベルタウンでは、春を告げる花「スノ

ー・ドロップ」が咲く森を訪れます。ここはポール・マッカートニ

ーがビートルズ時代に訪れた場所。その時に浮かんだのが

「The Long And Winding Road」のメロディだとか・・・。そんな

エピソードとともに、ステージに登場したケイコ・リーが「The 

Long And Winding Road」と、さらにジャズの名曲「酒とバラの

日々」をエモーショナルなボーカルで披露しました。 
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ニューヨークの新名所となっている空中庭園「ハイ

ライン」では、ブロードウェイから来たパフォーマーとし

て、石丸幹二が登場します。大沢たかおが、そっと耳

打ちして、花にまつわるミュージカルナンバーをリクエ

ストすると、それに応えて歌われたのは『サウンド・オ

ブ・ミュージック』の中で、トラップ大佐が、ドイツに併

合されて消えゆく祖国オーストリアを想って歌う「エー

デルワイス」。石丸幹二がミュージカルのワンシーン

のようにドラマティックに歌い上げ、会場は大きな拍手

で包まれました。 

 

 

旅の最後に訪れたのは音楽の都ウィーン。おなじみの「美しき青きドナウ」に調べにのせて、映画「第三の

男」で有名な大観覧車があるプラーター公園近くの船着場からドナウクルーズに出かけます。 

この街を愛したモーツアルトがウィーンの夜の魅力にインスパイアされた「アイネクライネ・ナハトムジーク」、

ベートーヴェンが不滅の恋人を想いながら散策した森を想像させる「田園」、さらにはハプスブルグ家の華やか

な舞踏会を彷彿とさせる「オペレッタ<こうもり>序曲」など、音楽の都を代表する名曲の数々を、海老原光指揮

による日本フィルハーモニー交響楽団が、色彩豊かに演奏しました。 
 

フィナーレでは、大沢たかお、石丸幹二、ケイコ・リーがステージに登場。JET STREAMコンサート恒例となっ

ている「ホワット・ア・ワンダフル・ワールド」を歌いながら、一日限りのプレミアムコンサートを締めくくりました。 

大沢たかおは、「JET STREAMコンサートもおかげさまで5回目。また来年もぜひ皆様とお会いしたいと思い

ます」と挨拶し、会場はあたたかい拍手に包まれました。 
 

この模様は、3月28日(土)22:00～22:55、TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットで放送致します。 
 

 

【演奏曲目】 「ミスター・ロンリー」／「花」／「花のワルツ」／「The Long And Winding Road」／「酒とバラの日々」

／「弦楽セレナーデ」／「ダニーボーイ」／「トロイメライ」／「過ぎし春」／「エーデルワイス」／「翼を広げて」／ワ

ルツ「春の声」／「美しく青きドナウ」／「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」／「田園 第一楽章」／オペレッタ「こう

もり」序曲／「ホワット・ア・ワンダフル・ワールド」 
 

 

『TOKYO FM 45th Anniversary JET STREAM 2015 “Flight in Concert”by JAPAN AIRLINES』 

【日  時】   2015年3月22日（日） 13:00開場 14:00開演  

【会  場】   昭和女子大学 人見記念講堂            

【出  演】   ナビゲーター：大沢たかお  

スペシャルゲスト：石丸幹二、ケイコ・リー 

演出：深作健太 

指揮：海老原光 オーケストラ：日本フィルハーモニー交響楽団  

【料  金】   SS席 12,000円 S席 9,000円 （税込み・全席指定） ※未就学児不可 

【主催/企画制作】 TOKYO FM  【特別協賛】 日本航空  【協賛】 SEIKO 【運営制作】 キョードー東京 

【制作協力】     コアインターナショナル 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%A6%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%82%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%A6%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%82%A6
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■『JET STREAM』コンサートの歴史 
 

TOKYO FM開局40周年を記念して2010年に第１回『JET STREAM』コンサートを開催。以来、2011年をのぞく毎年、

5代目機長・大沢たかおのナビゲートとトップアーティストによる生演奏で、音楽の世界旅行へお連れしています。 
 

◆2010年第１回 『TOKYO FM 40th Anniversary JET STREAM ～Music Around The World～』 

◇日  時：  2010年9月12日（日） 

   第1回公演 開場/12:45、開演/13:30 第2回公演 開場/16:45、開演/17:30 

◇会  場：  渋谷Bunkamura オーチャードホール 

◇出  演：  大沢たかお （ナビゲーター） 

    CATIA    （ヴォーカル） 

     Coba   （アコーディオン） 

武部聡志BAND    

     寺井尚子 （ヴァイオリン） 

     TOKU （ヴォーカル、フリューゲルホルン） 

     溝口肇 （チェロ）  

◇料  金：  \8,000（全席指定・税込み） ※未就学児入場不可 
 

◆2012年第2回 『JET STREAM 2012 ～Music Around The World～』 

◇日  時：  2012年3月10日（土） 16時開場／17時開演 

◇会  場：  東京国際フォーラム ホールA 

◇出  演：  大沢たかお （ナビゲーター） 

     石井竜也、ゴンチチ、寺井尚子、LISA 

◇料 金：   \8,000（全席指定・税込み）※未就学児入場不可 
 

◆2013年第3回 『JET STREAM 2013～Thank you from JAL』 

◇日  時：  2013年3月1日（金） 18時開場 19時開演 

◇会  場：  サントリーホール 大ホール                     

◇出  演：  ナビゲーター：大沢たかお  

指揮者：円光寺雅彦 オーケストラ：東京フィルハーモニー交響楽団 

           スペシャルゲスト：伊武雅刀、横山幸雄 

◇料  金：  S席8,400円 A席7,350円 （全席指定・税込み） ※未就学児不可 
 

◆2014年第4回 『JET STREAM 2014 Live in Concert by JAPAN AIRLINES』 

◇日  時：  2014年3月2日（日） 16:45開場 17:30開演 

◇会  場：  NHKホール                     

◇出  演：  ナビゲーター：大沢たかお  

スペシャルゲスト：溝口肇 

           演出：深作健太 

ゲスト：サラ・オレイン 

指揮：渡邊一正 オーケストラ：JET STREAM交響楽団  

◇料  金：  SS席10,500円 S席8,400円（税込み・全席指定）※未就学児不可 

 

■コンピレーションCD第2弾 『JET STREAM～Music Around The Earth～』発売中 
「BLUE SKY～大空への誘い」「STARS～煌く星座」「CITY～大都会の孤独」「LAND～悠久の大地」「SEA～母なる

海」の５つのテーマに沿って、機長・大沢たかおの情緒あふれる新録ナレーションと珠玉の名曲を集めた、豪華5

枚組BOXセットです。およそ70 ページにわたるブックレットには収録風景の写真も多数掲載。 

◇販売サイト  TOKYO FM 公式ショッピングサイト【Shops.Love】（http://shop.tfm.co.jp/shop/c/c1098/） 

◇販売価格   10,800円（税込） 

◇製造・発売  株式会社ソニー・ミュージックダイレクト ◇企画・販売  株式会社エフエム東京 

◇仕様      46版（3つ折ハードカバー）  

ブックレット 縦250mm×横143mm×厚20mm（収納時） 縦250mm×横469mm×8mm（開閉時） 

◇出演      大沢たかお（ナレーション） 
 

 

レギュラー番組『JET STREAM』概要 
【放送日時】 毎週月曜日～金曜日 24:00～24:55 【放送エリア】 TOKYO FMをはじめとする JFN38 局                     

【パーソナリティ】 大沢たかお  

【内  容】  TOKYO FM（1970年 4月 26日開局）の前身「ＦＭ東海」時代の 1967年から放送しているＦＭ界の長寿番組。 

良質な音楽と、旅をめぐる新たなイマジネーションを喚起させる世界を提供し、深夜にラジオを楽しむ、想像力に富ん 

だ多くの大人のリスナーを楽しませている。 

http://shop.tfm.co.jp/shop/c/c1098/

