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報道各位

～『JET STREAM』放送 50 周年記念～

大沢たかおが誘う、音楽で巡る世界旅行
『JET STREAM 50th Anniversary Special Concert
“Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』
2017 年 11 月 5 日（日） 17:00 開場 18:00 開演 東京国際フォーラム・ホール A
TOKYO FM をはじめとする JFN38 局で放送中、7 月 3 日に FM 史上最長となる放送開始 50 周年を迎
えた『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『JET STREAM 50th Anniversary Special Concert “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』を、
2017 年 11 月 5 日（日）18:00 より、東京国際フォーラム・ホール A にて開催致します。チケットは 9 月 30
日 10 時から発売開始。これに先がけて本日 9 月 7 日（木）『クロノス』（6:00-8:55）から TOKYO FM チケッ
ト先行予約を実施致します。

３

本日 TOKYO FM でチケット特別電話予約受付中！（23:59 まで）
TEL：0570-084-103

◆コンサートナビゲーターは機長・大沢たかお、音楽監督は服部克久、演出は菅野こうめい
コンサートナビゲーターは『JET STREAM』5代目機長である大沢
たかお。音楽監督は、日本を代表する作編曲家として知られる服
部克久。演出は、大地真央、一路真輝ら宝塚OGをはじめ、ジャン
ルを超えた多くのアーティストの演出で知られる演出家・脚本家・作
詞家の菅野こうめいを迎えて、観客を音楽で巡る世界旅行へ誘
います。『JET STREAM』の世界観をそのままに、情感あふれるナレ
ーションと音楽家たちの生演奏が融合する、通常のクラシックコン
サートとは一線を画したプレミアムコンサート、どうぞご期待くださ
い。
『JET STREAM 50th Anniversary Special Concert “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』
【日
【会
【出

時】
場】
演】

2017年11月5日（日） 17:00開場 18:00開演
東京国際フォーラム・ホール A
ナビゲーター：大沢たかお
音楽監督：服部克久
演出：菅野こうめい
【料 金】
SS席 12,000円
S席 9,000円
50周年記念チケット 5,000円 （税込み・全席指定） ※未就学児不可
【主催/企画制作】 TOKYO FM
【企画協力】 コアインターナショナル 音楽畑出版
【運営制作】 KYODO TOKYO
【特別協賛】 日本航空
【チケット発売】
2017年9月30日（日）10:00発売開始
【お問合せ】 キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00/土日祝10:00～18:00）
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参考資料
■『JET STREAM』コンサートの歴史
『JET STREAM』コンサートの歴史は、1977年、番組放送開始2000回を記念して日生劇場で行われた「カラベ
リ・グランド・オーケストラ・オン・ジェット・ストリーム」からスタートし、放送10周年、放送3,000回の節目に公開生
中継コンサートを実施してきました。そして2010年、TOKYO FM開局40周年を記念して、現在のスタイルが確立。
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。
◆放送2,000回記念「カラベリ・グランド・オーケストラ・オン・ジェット・ストリーム」 ※公開生中継
◇日 時： 1977年6月30日（木）
◇会 場： 日生劇場
◇出 演： 城達也、カラベリ・グランド・オーケストラ
◆放送10周年記念「レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ・オン・ジェット・ストリーム」 ※公開生中継
◇日 時： 1980年3月10日（月）
◇会 場： 郵便貯金ホール
◇出 演： 城達也、レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ
◆放送3,000回記念「ミッシェル・ド・フランス・オン・ジェット・ストリーム」 ※公開生中継
◇タイトル： ミッシェル・ド・フランス・オン・ジェット・ストリーム
◇日 時： 1981年3月25日（水）
◇会 場： 大阪フェスティバルホール
◇出 演： 城達也、ミッシェル・ド・フランス、大阪フィルハーモニー交響楽団
◆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円（全席指定・税込み） ※未就学児入場不可
◆2012年第2回
◇日 時：
◇会 場：
◇出 演：
◇料 金：

◆2013年第3回
◇日 時：
◇会 場：
◇出 演：

◇料

金：

『JET STREAM 2012 ～Music Around The World～』
2012年3月10日（土） 16時開場／17時開演
東京国際フォーラム ホールA
大沢たかお （ナビゲーター）
石井竜也、ゴンチチ、寺井尚子、LISA
8,000円（全席指定・税込み）※未就学児入場不可

『JET STREAM 2013～Thank you from JAL』
2013年3月1日（金） 18時開場 19時開演
サントリーホール 大ホール
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
S席8,400円 A席7,350円 （全席指定・税込み） ※未就学児不可
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◆2014年第4回
◇日 時：
◇会 場：
◇出 演：

◇料

金：

◆2015年第5回
◇日 時：
◇会 場：
◇出 演：

◇料

金

◆2016年第6回
◇日 時：
◇会 場：
◇出 演：

◇料

金

『JET STREAM 2014 Live in Concert by JAPAN AIRLINES』
2014年3月2日（日） 16:45開場 17:30開演
NHK ホール
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
SS席10,500円 S席8,400円（税込み・全席指定）※未就学児不可
『TOKYO FM 45th Anniversary JET STREAM 2015 “Flight in Concert”by JAPAN AIRLINES』
2015年3月22日（日） 13:00開場 14:00開演
昭和女子大学 人見記念講堂
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
SS席 12,000円 S席 9,000円 （税込み・全席指定） ※未就学児不可
『JET STREAM 2016 “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』
2016年9月17日（土） 17:00開場 18:00開演
中野サンプラザホール
ナビゲーター：大沢たかお
スペシャルゲスト：五輪真弓、小野リサ、宮本笑里、Sarah Àlainn、WeiWei Wuu、上野耕平、fiola
演出：中野俊成
指揮：船山基紀
SS席 12,000円 S席 9,000円 （税込み・全席指定） ※未就学児不可

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 局ネット
【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 7 月 3 から放送を
開始したＦＭ界の長寿番組。2017 年 7 月 3 日には、FM 史上最長となる放送開始 50 周年を迎えた。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。

