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コニカミノルタプラネタリウム株式会社は新作品として、2020 年 4 月 24 日(金)よりプラネタリウム作
品「Songs for the Planetarium vol.1」の上映を開始します。 
本作は「コニカミノルタプラネタリア TOKYO(有楽町)」「コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京
スカイツリータウン®(押上)」の 2 館での上映となります。 
人気声優・神谷 浩史のナビゲートで、SEKAI NO OWARI、大塚 愛、藤井 フミヤなど、数多くの人々
を魅了するアーティストの名曲を極上音質でお届けするプラネタリウム作品です。 
 
 

★SEKAI NO OWARI、大塚 愛、藤井 フミヤの名曲を極上音質で 

“セカオワ”の愛称で知られ今年デビュー10周年を迎えた4人組バンド
【SEKAI NO OWARI】を始め、数々のヒット作を出しているシン
ガーソングライター【大塚 愛】、幅広い世代から長く親しまれ続けて
いるミュージシャン【藤井 フミヤ】など、数多くの人々を魅了する
アーティストの名曲を、コニカミノルタプラネタリウム独自の立体音
響システム『SOUND DOME®（サウンドドーム）』でご体感くださ
い。 
 
名曲を届けるプラネタリウム作品「Songs for the Planetarium 
vol.1」は圧倒的にリアルな星空を映し出すプラネタリア TOKYO
（DOME２）とプラネタリウム“天空”の 2 館で上映致します。 
 
本作で聴くことができる、空を見上げながら聴きたい、そして幅広い
世代に愛される名曲は、下記日程で公式 Web サイトまたは SNS で発
表します。 
 
【セットリスト】 
4 月  9 日(木) 楽曲発表／SEKAI NO OWARI 
3 月 26 日(木) 楽曲発表／大塚 愛 
3 月 12 日(木) 楽曲発表／藤井 フミヤ 
3 月 19 日(木) アーティスト・楽曲発表 
 
 

★人気声優・神谷 浩史さんが星空とともに名曲を紹介 
 
「ONE PIECE（トラファルガー・ロー 役）」「夏目友人帳シリーズ（夏目貴志 役）」他、
様々な作品で活躍している、実力派声優の神谷 浩史さんが、音楽を楽しめる癒しの夜
空へと、あなたを優しくナビゲートします。 
星に名前が付いていることすら知らなかったあの頃に見上げた、夏の星空。電話越しに
２人で夜空を見上げ、彼にしか見えなかったスーパームーン。娘と見ようとしたオリオ
ン座流星群など、日常に溢れる星にまつわるエピソードを、そんな時に聴いてほしい名
曲とともに紹介します。 
 
ここにはきっとあなたが見たい空があります。  
 

SEKAI NO OWARI、大塚 愛、藤井 フミヤの名曲を極上音質で 

プラネタリウム作品「Songs for the Planetarium vol.1」 

ナビゲーターは神谷 浩史！ 2020 年 4 月 24 日(金)より上映開始 

▲SEKAI NO OWARI 

▲大塚 愛 ▲藤井 フミヤ 

▲神谷 浩史 
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●【SOUND DOME®対応】プラネタリウム作品 
「Songs for the Planetarium vol.1」作品概要 
 
★期間：2020年4月24日(金)～ 

※上映終了時期未定 
 
★時間：約40分 
 
★曜日、時節によって上映時間が異なります。 

各施設のWebサイトよりご確認ください。 
 
コニカミノルタプラネタリア TOKYO（有楽町） 
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/program/planetarium2/spring_20/ 

 
コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン®（押上）
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/program/planetarium/spring_20/ 
 
 
★コニカミノルタプラネタリウム独自の立体音響システム『SOUND DOME®』 

本作を上映するプラネタリア TOKYO の（DOME2）、プラネタリウム“天
空” にはコニカミノルタプラネタリウム独自の立体音響システム『SOUND 
DOME®』が導入されいます。 
本作では、『SOUND DOME®』の43台のスピーカーと4台のウーハーを駆
使した臨場感溢れるサウンドが、一面に広がる映像空間に更なる奥行きと存
在感を生み出します。 
東京のビルの谷間を吹き抜け、煌めく夜景を眼下に眺める風の音。雨が降り
注ぐ水面を下から見上げているように、ドームに広がる波紋と水滴の音。さ
らにはストーリーの展開やシーンに合わせた美しいピアノ＆アンビエントが
奏でるオリジナルBGMも必聴です。 
美しい満天の星々と極上音質が生み出す、これまでにないプラネタリウム体
験をお楽しみいただけます。 
※『SOUND DOME』はコニカミノルタプラネタリウム株式会社の商標です。 

 
 
●SEKAI NO OWARI (せかいのおわり) プロフィール● 

2010年、突如音楽シーンに現れた4人組バンド「SEKAI NO OWARI」。 
同年4月1stアルバム「EARTH」をリリース後、2011年8月にTOY’S FACTORYよりメジャーデビュー。 
圧倒的なポップセンスとキャッチーな存在感、テーマパークの様な世界観溢れるライブ演出で、子供から大
人まで幅広いリスナーにアプローチ、「セカオワ現象」とも呼ばれる加速度的なスピード感で認知を拡大す
る。2015年アルバム「Tree」をリリース、同年7月18日、19日には日本最大規模の会場日産スタジアムにて
「Twilight City」、2016年アリーナツアー「The Dinner」、2017年ドーム・スタジアムツアー「タルカス」
を完遂。2018年、その圧倒的なスケールで彼らのライブエンターテインメントを世の中に知らしめた野外ラ
イブの全国版「INSOMNIA TRAIN」を開催することを発表。また、同年2月平昌オリンピック・パラリン
ピックNHK放送テーマソング「サザンカ」を担当。2019年、約4年振りのアルバム「Eye」と「Lip」を2枚
同時リリースした。名実ともに、日本を代表するグループとなったSEKAI NO OWARI。 
新しい音楽シーンの最前線の旗手として、止まることなく、攻め続ける新世代の才能である。 
 
 
●大塚 愛(おおつか あい) プロフィール● 

15歳から作詞・作曲を始め、2003年9月10日にシングル「桃ノ花ビラ」でメジャーデビュー。 
同年12月17日にリリースした2nd シングル「さくらんぼ」が大ヒット。 
2019年1月に、デビュー15周年記念オールタイム・ベストアルバム「愛 am BEST, too」をリリース。4月
からはベストアルバムを引っさげた全国ツアーを開催。夏にはアジア5都市6公演を廻る自身最大規模のピア
ノ弾き語りツアー「AIO PIANO at ASIA vol.2」を遂行。日本のみならずアジアにも活動の場を広げてい
る。同年9月に最新シングル「Chime」をリリース。2020年3月には自身初の楽譜付きピアノ弾き語りアルバ
ムを発売。シンガーソングライターとしての活動のほか、イラストレーター、絵本作家、楽曲提供など、ク
リエイターとしてマルチな才能を発揮し活動中。 
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●藤井 フミヤ(ふじい ふみや) プロフィール● 

’83年 チェッカーズとしてデビュー。 
’93年以降、ソロアーティストとして活動。ミリオンセラーとなった「TRUE LOVE」や「Another Orion」
などは、幅広い世代から長く親しまれ続けている。 
2018年、デビュー35周年イヤーに突入。ファン投票によるベストアルバム「FUMIYA FUJII 
ANNIVERSARY BEST “25/35” L盤＆R盤」をリリースし、35周年前半の全国ツアーとして
『ANNIVERSARY TOUR 2018 35 Years of Love』を開催。大晦日には通算15回目となる『日本武道館 
LAST COUNTDOWN PARTY 2018-2019』を行い、この公演をもって日本武道館でのカウントダウン公演を
ラストとした。2019年、35周年イヤーの後半を飾る全国ツアー『35th ANNIVERSARY CONCERT 2019 
藤井フミヤ”十音楽団”』を7月より開催。また3年振りのオリジナルアルバム「フジイロック」の発売。 
2020年、『billboard classics FUMIYA FUJII PREMIUM SYMPHONIC CONCERT』において、指揮者・西本
智実氏とのコラボレーションを再演。そして3年ぶりにF-BLOODでの活動も再開し、4月にニューアルバム、
4月末より全国ツアーを予定している。 
 
●神谷 浩史(かみや ひろし) プロフィール● 

1 月 28 日生まれ。千葉県出身。A 型。 
数多くの作品でメインキャラクターを務める実力派声優。 
2015 年の声優アワードでは 5 年連続の最多得票賞を獲得し、声優アワード殿堂入り。 
声優業だけでなく、ラジオパーソナリティとしても活躍中、2019 年 1 月には NHK のドキュメンタリー番組
『プロフェショナル 仕事の流儀』に出演して話題を集める。 
主な代表作は『機動戦士ガンダム 00（シリーズ ティエリア・アーデ 役）』『ONE PIECE（トラファルガー・
ロー 役）』『進撃の巨人（リヴァイ 役）』『夏目友人帳シリーズ（夏目貴志 役）』『クレヨンしんちゃん (ぶりぶ
りざえもん 役) 』『斉木楠雄のΨ難（斉木楠雄 役）』『かくしごと (後藤可久士 役)』『スケートリーディング
スターズ（篠崎怜鳳 役）』他  
 
 

 
◆コニカミノルタプラネタリア TOKYO 概要◆ 
 
■名 称 コニカミノルタプラネタリア TOKYO 
■所 在 地 東京都千代田区有楽町2丁5-1 有楽町マリオン 9階 
■営 業 日 定休日なし(作品入替期間は休館)   
■営業時間 10:30～22:00（最終受付は21:00） 
 ※土日祝のみ22:30まで営業。（最終受付は21:30） 
 ※詳細はWebサイト等でご確認ください。 
 https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/ 
■ご 案 内 インフォメーション：Tel 03-6269-9952(10:00～19:00) 

■上映場所 プラネタリウムドームシアター（DOME2） 

※プラネタリア TOKYOは２つのドームやVRアトラクション、 

カフェ＆ショップを備えた複合型プラネタリウム施設です。 

 

◆コニカミノルタプラネタリウム“天空” 概要◆ 

■名 称 コニカミノルタプラネタリウム“天空” 
in東京スカイツリータウン(R) 

■所 在 地 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン  
イーストヤード7階 

■営 業 日 定休日なし(作品入替期間は休館)   
■営業時間 10時の回～21時の回  

※詳細はWebサイト等でご確認ください。 
       https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/ 
■ご 案 内 インフォメーション：Tel 03-5610-3043(10:00～19:00) 

【休館のお知らせ】 

新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が運営するプラネタリウムを

3 月 15 日（日）まで臨時休館しております。3 月 16 日（月）以降の営業再開につきましては、今後の状況を踏まえ

て速やかに Web サイトにてお知らせいたします。 

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/
https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/
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【施設名称表記上のお願い】 
見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。 
 
▶コニカミノルタプラネタリア TOKYO 
(1) プラネタリア TOKYO 
※「プラネタリア」と「TOKYO」の間には半角スペースが必要です。 
 
▶コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン® 
(1) コニカミノルタプラネタリウム“天空” 
(2) プラネタリウム“天空” 
なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は “天空”と記述していただいて構いません。 
「」 は使わず、全角クォーテーションマーク “” をお使いください。 


