2022 年 4 月 22 日

報道関係各位

美空ひばり生誕 85 周年！夢の２企画登場！！
貴重映像満載の DVD ボックス＆
フルオーケストラをバックに“ひばり”熱唱ＣＤ！
2 か月連続リリース決定！
日本コロムビア株式会社（ 本社（ 東京都港区、代表取締役社長 阿部 三代松）は、日本を代表する国
民的歌手・美空ひばりが 2022 年に生誕 85 年を迎えるにあたり、貴重な映像が収録された DVD ボック
スとオーケストラの演奏をバックに美空ひばりの名曲が蘇る CD が、生誕 85 周年企画として 2 か月連続
で発売いたしますことをお知らせいたします。DVD ボックスには初商品化されるテレビ番組でのパフォ
ーマンスやブラジルでのライブ映像が完全収録され、CD には東京フィルハーモニー交響楽団の演奏と美
空ひばりの歌声とのコラボレーションで蘇った 10 曲の代表曲が新たな世界を創り出しています。
美空ひばりは 2022 年 5 月 29 日で生誕 85 周年を迎えます。その誕生日に発売される DVD ボックス
は 4 枚組で構成され、テレビ局に残る美空ひばりの若かりし頃の初 DVD 化映像や、ひばりプロダクショ
ンに残されたブラジル公演映像など、初めての映像を集めた、美空ひばりの（ 夢」をテーマにした、奇跡
の DVD となっております。
DISC1 では昨年放送された音楽番組を再編集し、歌唱シーンをノーカット収録、さらに美空ひばりのイ
ンタビューも追加しました。DISC2 に収録される 美空ひばり過ぎし青春の夢と風」 1976 年放送）は
初の商品化となり、この番組のために企画された全 19 曲に及ぶ歌唱シーンは圧巻です。同じく DISC２
には日本レコード大賞出演時の映像が収録されますが、全歌唱が収録されるのは初めてのことです。また
DISC3 には 1970 年にブラジルで行われたコンサートの模様が収録されます。これまでは数曲程度のみ
商品化されておりましたが、完全版が見たいという多くのファンの声に応え、今作では全 28 曲を完全網
羅した内容となっており、必見の貴重映像となっております。DISC4 では生涯唯一の野外コンサート（ 佐
久音楽祭」の映像を HD リマスターとして収録しています。不世出のスター・美空ひばりの歌が存分に堪
能できる、永久保存版の DVD ボックスとなりました。
さらに、命日である 6 月 24 日には日本で最も古い歴史を持つオーケストラ（ 東京フィルハーモニー交
響楽団」の演奏とコラボレーションした CD が発売されることも決定いたしました。ひばりが生前（ オペ
ラ歌手になりたかった」と語っていたことを記憶していた関係者が、生誕 85 周年の記念にその夢を叶え
ようと企画したことがきっかけとなり、オーケストラとの共作企画がスタート。電子楽器は一切使わず、
オーケストラのみの音にこだわり、最新の高品質なレコーディング技術を使って録音され、スタジオは生
前ひばりもレコーディングをしていたアバコスタジオが使用されました。レコード会社に保管されたひば
りの貴重なマルチ・テープのボーカル音源に東フィルの壮大な演奏が加わり、 川の流れのように」 愛燦
燦 あいさんさん）
」 真赤な太陽」等の世代を超えた名曲 10 曲が新たな世界観で見事に蘇っています。
美空ひばりとオーケストラの共作がフルアルバムとしてはリリースされるのは初となり、超高質なハイレ
ゾ音源が配信されることも決定いたしました。
また、この CD の発売に合わせて TBS チャンネルで東フィルのレコーディングに密着した特番が放送
されることも決定いたしました。レコーディング風景に加え、関係者のインタビューやライブ映像、TBS
の音楽番組に出演した際の映像などで構成された、美空ひばりの魅力をたっぷりと伝える番組になる予定
です。
そして 4 月 21 日より日本コロムビア公式 YouTube チャンネルと TBS 公式 YouTube チャンネルでは、
貴重なブラジル公演や音楽番組でのパフォーマンスのダイジェスト映像が公開されております。
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＜商品概要＞
美空ひばり生誕 85 周年企画
■ 5 月 29 日（日）リリース
「美空ひばり 歌姫が抱いた夢」（DVD BOX・4 枚組）
COBA-7288～7291 ￥17,600（税込）
●分数(約)／312 分
●音声／モノラル・ステレオ
●画面サイズ／DISK1 16:9(LB)、DISK2~4 16:9(PS)

【収録内容】
【DISC1】美空ひばり 歌姫が抱いた夢
「美空ひばり三十三回忌特番~歌姫が抱く夢のすべて~」より音楽編集版
21 年に BS-TBS で放送された特番を音楽版として再編集。
歌唱シーンは全てノーカット収録。新たに貴重な美空ひばりインタビューも追加収録。
【収録曲】
愛燦燦 お祭りマンボ ひばりの花売娘 柔 人生一路 悲しき口笛 涙の紅バラ 東京キッド
リンゴ追分 お祭りマンボ 港シャンソン 関東春雨傘 相馬盆唄 ひばりの佐渡情話 あの丘越えて
車屋さん 笑顔と涙の遠い道 ひばりの花売娘 人生一路 芸道一代 真赤な太陽 港町十三番地
ある女の詩 柔 かなしいお話 みだれ髪 恋人よ我に帰れ 哀愁波止場 ひばりの佐渡情話
ハハハ 川の流れのように
【DISC2】美空ひばり 永遠の歌 TBS 秘蔵未公開映像と日本レコード大賞
テレビの音楽番組の中から、いままで商品化されていない初出し映像や現存する日本レコード大賞での
歌唱シーンなどを収録。1976 年 5 月 29 日に放送された 美空ひばり過ぎし青春の夢と風」は貴重な
19 曲の歌唱。レコ大名場面は初の全歌唱収録。
【収録曲】
柔 悲しい酒 セリフ入り） 真赤な太陽 芸道一代 真赤な太陽 むらさきの夜明け 歌は我が命
あの丘越えて 私のボーイフレンド 悲しき口笛 東京キッド 越後獅子の唄 江戸の闇太郎
ひばりの渡り鳥だよ 関東春雨傘 人生将棋 白いランチで十四ノット 波止場だよ、お父つぁん
三味線マドロス 哀愁波止場 港町十三番地 月光価千金 ダニー・ボーイ リンゴ追分
悲しい酒 セリフ入り） 哀愁波止場 柔 人生一路 柔 歌は我が命 リンゴ追分 雑草の歌 柔
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【DISC3】美空ひばり 情熱のブラジル公演 全 28 曲完全収録
サンパウロ・イビラプエラ体育館 1970 年 8 月 10 日
1970 年に開催されたブラジル公演の現存する映像をほぼ完全な形で収録。圧巻の全 28 曲の歌唱とひば
りさんのおしゃべりもお楽しみいただけます。
【収録曲】
関東春雨傘 大川ながし 江戸の闇太郎 車屋さん やくざ若衆祭り唄 ひばりの佐渡情話
どっこい俺がいる 私は街の子 悲しき口笛 東京キッド 越後獅子の唄 ひばりの花売娘
港町十三番地 花笠道中 あの丘越えて 斎太郎節 久保田節 佐渡おけさ 相馬盆唄
リンゴ追分 芸道一代 哀愁波止場 別れてもありがとう 人生一路 真赤な太陽 柔
悲しい酒 セリフ入り） 人生将棋
【DISC4】美空ひばり 青空の下で熱唱（HD リマスター版）
第一回 佐久音楽祭 1988 年 8 月 21 日
生涯唯一の野外ライブで 1988 年の夏に開催された 第一回 佐久音楽祭」の映像を HD リマスター版と
して収録。8 月の信州の野外ステージでの熱演歌唱 12 曲は,永遠の宝物！
【収録曲】
真赤な太陽 ＫＡＮＰＡＩ!! われとわが身を眠らす子守唄 ひばりのマドロスさん 港町十三番地
ひとり旅～リンゴ追分入り～ 柔 昴～すばる～ 愛燦燦 人生一路 恋人よ我に帰れ
テネシー・ワルツ
ダイジェスト映像公開中
◆日本コロムビア公式 YouTube チャンネル
◇DISC1 歌姫が抱いた夢」トレーラー 日本コロムビア版
https://www.youtube.com/watch?v=qKKSXiMvQ28
◇DISC3 情熱のブラジル公演」トレーラー 日本コロムビア版
https://www.youtube.com/watch?v=o9aF92BLZgw
◆TBS 公式 YouTuboo – YouTube チャンネル
◇DISC1 歌姫が抱いた夢」トレーラー TBS 版
https://youtu.be/O_mqYIhlQR0
◇DISC3 情熱のブラジル公演」トレーラー TBS 版
https://youtu.be/RE1ZvdSIWis

■ 6 月 24 日（金）リリース
「美空ひばり Symphonic Works～不死鳥再び」
COCP-41772 ￥3,300（税込）（CD アルバム）
COKM-43808 （ハイレゾ配信）
【収録曲 曲順未定）】
歌は我が命、人生一路、真赤な太陽、リンゴ追分、悲しき口笛
柔、悲しい酒、愛燦燦 あいさんさん）、みだれ髪、川の流れのように

東京フィルハーモニー交響楽団
1911 年創立。日本で最初に 100 周年を迎えた、日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約
160 名のメンバーをもち、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
楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、
大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダ
クターにチョン・ミンを擁する。定期演奏会や 渋谷／平日／休日の午後のコンサート」など、クラシ
ック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ
演奏、『NHK ニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー！オーケストラ』『名曲アルバム』『題名の
ない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK 紅白歌合戦』などの放送演奏により、全国の音楽
ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020～21 年の
コロナ禍における取り組みは MBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1 スペシャル 必ずよみがえる～魂の
オーケストラ 1 年半の闘い～』などのドキュメンタリー番組で取り上げられた。
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1989 年に Bunkamura オーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。また、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。昭和 62 年度芸術祭賞、平成 7 年度芸術祭大賞、平成 16 年度芸術祭優秀賞、また｢音楽の
未来遺産｣三善晃管弦楽作品シリーズ 3 公演のライヴ CD 三善晃の音楽」 カメラータ・トウキョウ／
平成 20 年 10 月）が平成 20 年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和 59 年度に第 8 回音楽之友社
賞と第 8 回ゆとりすと賞 味の素社）、平成 13 年度ミュージック・ペンクラブ賞 クラシック部門／
日本人アーティスト）、2021 年 OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門(20-21 世紀)などを受賞してい
る。

◆美空ひばり公式ウェブサイト
http://www.misorahibari.com/
◆日本コロムビア 美空ひばりオフィシャルサイト
https://columbia.jp/artist-info/hibari/
◆TBS ショッピング（ 美空ひばり特設ページ
https://shopping.tbs.co.jp/tbs/shop/goods_dvd/other_misorahibari?utm_source=tbs&utm_
medium=20220421&utm_campaign=tbs_link
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[ 日本コロムビアについて ]
会社名
日本コロムビア株式会社
所在地
東京都港区南青山 6-10-12 フェイス南青山
代表者
代表取締役社長 阿部 三代松
事業内容 ミュージックソフト・ゲームソフト等の制作、宣伝、販売 および音楽アーティストのマネジメント
資本金
100,000,000 円
URL
https://columbia.jp/
[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]
日本コロムビア株式会社
TEL
03-5962-6990
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