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報道各位   
 

 

 

 

 

豪華ゲスト 7組が一夜限りの共演！ラブサウンズで奏でるプレミアムコンサート 
 

 

大沢たかおが誘う、音楽で巡る世界旅行 
『JET STREAM 2016 “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』 

 

 

2016 年 9 月 29 日(木)30 日（金）24:00～24:55「JET STREAM」内でオンエア！ 
 

 
 

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『JET STREAM 2016 “Flight in Concert” by 

JAPAN AIRLINES』を、2016 年 9 月 17 日（土）18:00 より、中野サンプラザホール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。音楽監督は、ニューミュージック、ジャ

ニーズ作品、ディズニー音楽の編曲など、輝かしい実績を持つ音楽プロデューサー・船山基紀。演出は、『題

名のない音楽会』で知られる放送作家・中野俊成。ゲストには、五輪真弓、小野リサ、宮本笑里、Sarah Àlainn、

ウェイウェイ・ウー、上野耕平、fiola の豪華 7 組を迎え、会場を埋め尽くした 2200 名の観客を音楽で巡る世界

旅行へ誘いました。この模様は 9 月 29 日(木)30 日(金)24:00～24:55、TOKYO FM をはじめとする JFN 系

列全国 38 局ネットで放送致します。 

 

フィナーレは全員集合                    大沢たかお 

 
 

■世界5大陸をめぐる音楽の旅 

 

 
初めてJET STREAMが夜間飛行に飛び立ったのは1967年7月3日。来年50周年

を迎えます。船山基紀によりJET STREAMが放送開始した頃に流行した『ラブサウ

ンズ』にアレンジされた番組のテーマ曲「Mr.Lonely」をオーケストラが奏でると、大沢

たかおが『JET STREAM』の番組オープニングと同じナレーションを語り始めます。

「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･･･」 

毎夜リスナーを夜間飛行へ誘ってきたおなじみの名セリフとともに、音楽で巡る世

界旅行へのフライトが幕を開けました。 

 
 

 

 

 

 

大沢たかおによるナレーション 
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最初に訪れたのは、摩天楼

がキラキラと川面に輝く、ニュー

ヨークの表玄関、ホーボーケン。

フランク・シナトラの名が付く公

園を訪れ、オーケストラによる

「Theme From New York,New 

York」の演奏後、fiolaが

「Someday My Price Will 

Come」を奏で、さらにSarah 

Àlainnが美しい歌声で「Colors 

of the Wind」を歌い上げました。 
fiola                               Sarah Àlainn 

 

 

アジア最大の大河“長江”のデルタ地帯にある、『東

洋のベネチア』と呼ばれる水の都、蘇州。儚げで憂いを

帯びた『蘇州美人』により、女性に例えられるというこの

地で、ウェイウェイ・ウーが「蘇州夜曲」、「As time goes 

by」を奏でました。 

さらに旅はウィーンへと。魅力ある古都、ウィーンの

石畳の上を靴音がリズムよく響き渡るように、上野耕平

が「ウィーンの石畳」を演奏しました。 
 

                                       ウェイウェイ・ウー            上野耕平 

 

 

 

 

恋人の街・パリでは、夜の湿った闇が迫るピガール広場でネオンに照らされた舞

姫たちが華やかに踊るように、ヴァイオリニスト宮本笑里が「ムーランルージュ〜シ

ェルブールの雨傘」を情熱的なアレンジで演奏しました。 

 

 

 
宮本笑里 

 

スコットランドでは、JET STREAMが初

めてテイクオフした1967年公開の映画『卒

業』の中で流れる、この地に古くから伝わ

るバラード『エルフィナント』を基にしたサ

イモンとガーファンクル「Scarborough 

Fair」を五輪真弓が豊かな歌唱力で歌い

ました。 

旅の最後に訪れたのはブラジルのリオ。

20世紀を代表するブラジルの作曲家アン

トニオ・カルロス・ジョビンは『ボサノヴァの

創始者』として知られています。ポルトガ

ル語で『ボサノヴァ』とは『新しい感覚』という      五輪真弓                  小野リサ 

意味です。「これからもJET STREAMは『ボサノヴァ』のように、これまでの伝統を生かしながら新しい音楽の

世界へ皆さまをお連れします」という大沢たかおのナレーションに続いて、小野リサがアントニオ・カルロス・ジョ

ビンの代表曲「黒いオルフェ」、「イパネマの娘」を歌いました。 

フィナーレでは、7組全ての出演者がステージに登場。五輪真弓は「初心にかえったつもりで、歌の旅をさせ
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ていただきました」、小野リサは「この日に、『イパネマの娘』を歌えてよかったです」と感想を述べ、JET 

STREAMコンサート恒例となっている「What a Wonderful World」の演奏とともに、大沢たかおが、来年放送50周

年を迎える『JET STREAM』のメモリアルイヤ―の幕開けを告げると会場から温かい拍手が沸き起こりました。 

 

ラストは、初代機長の城達也への「私が操縦席に座るようになってもう8年。貴方が見ていた世界が少しだけ

判りかけてきたような気がします。これからも皆様を新たな出逢い、夢のある世界へお連れします」という大沢

たかおのナレーションと、星空のような光が煌く会場の中での「星に願いを」の演奏で、一日限りのプレミアムコ

ンサートを締めくくりました。 
 

この模様は、9月29日(木)30日(金)24:00～24:55「JET STREAM」内で、TOKYO FMをはじめとするJFN系列全

国38局ネットで放送致します。 

 

【演奏曲目】 「Mr.Lonely」／「Around The World」／「Theme From New York,New York」／「Someday  

My Price Will Come」／「Colors of the Wind」／「Tangerine」／「蘇州夜曲」／「As time goes by」／「ウィーンの石

畳」／「ベニスの愛」／「ニューシネマパラダイス」／「Canto della Terra」／「ムーランルージュ〜シェルブールの

雨傘」／「Moonlight Serenade」／「Scarborough Fair」／「Greenseleeves」／「黒いオルフェ Solo」／「イパネマ

の娘」／「What a Wonderful World」／「星に願いを」 
 

 
『JET STREAM 2016 “Flight in Concert” by JAPAN AIRLINES』 

 

【日  時】  2016年9月17日（土） 17:00開場 18:00開演  

【会  場】  中野サンプラザホール            

【出  演】  ナビゲーター：大沢たかお  

音楽監督：船山基紀 

演出：中野俊成 

ゲスト：五輪真弓、小野リサ、宮本笑里、Sarah Àlainn、ウェイウェイ・ウー、上野耕平、fiola 

【料  金】   SS席 12,000円(スペシャルフライトチケット付) 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】 セイコーホールディングス 

【企画協力】 Griot 【運営制作】 キョードー東京 【協力】 コアインターナショナル 
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■『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 

◇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（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 
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◆2015年第5回 『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 

 

■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。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/

