
2015 年(平成 27 年)8 月 19日

『クリスマスディナーショー2015』開催
毎年ご好評をいただいている

髙橋真梨子さん、郷ひろみさん、秋川雅史さん、鈴木雅之さんに加えて

本年は、初出演の華原朋美さんを迎えて

華やかにお贈りするショーとお食事をお楽しみいただけます。

◇華 原 朋 美  ディナーショー 12 月 14 日（月）＜初出演＞

◇髙橋真梨子 ディナーショー 12 月 15 日（火）・16 日（水）

◇郷 ひ ろ み ディナーショー 12 月 17 日（木）

◇秋 川 雅 史 ディナーショー 12 月 24 日（木）

◇鈴 木 雅 之 ディナーショー 12 月 25 日（金）

          

帝国ホテル大阪（総支配人：幸田雅弘、大阪市北区）は、帝国ホテル伝統のフランス料理と

ショーをお楽しみいただける『クリスマスディナーショー』を 12 月 14 日(月)～25 日(金)まで開催  

いたします。

本年の『クリスマスディナーショー』は、毎年ご好評をいただいている髙橋真梨子さん、    

郷ひろみさん、秋川雅史さん、鈴木雅之さんに加え、今年デビュー20 周年を迎えた華原朋美さんを  

新たにお迎えし、開催いたします。

同クリスマス期間には、館内外を美しいイルミネーションで装飾し、また各レストランでは

クリスマスメニューもご用意し、ホテル全体でクリスマスムードを演出いたします。

帝国ホテル大阪の「クリスマスディナーショー2015」の概要は次頁の通りです。
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クリスマスディナーショー2015 概要
                            

◇華原朋美 ディナーショー  今回 初出演   

                
＜プロフィール＞

1995 年「keep yourself alive」でデビュー。以後「I BELIEVE」「I’m proud」等ヒット曲をリリー

ス。歌手活動以外にもＣＭ・ドラマ・バラエティー等で活躍するも 2007 年活動休止。

2012 年 12 月、5 年ぶりに芸能活動を再開した。2015 年はデビュー20 周年の記念の年となり、      

5 月 20 日にはニューシングル「はじまりのうたが聴こえる」、同年 6月 24日にはベストアルバム

「ALL TIME SINGLES BEST」「ALL TIME SELECTION BEST」の 2作をリリース、3作連続

オリコン 10位圏内入りを果たす。より洗練されたその歌声で多くのファンを魅了し続けている。

◇髙橋真梨子 ディナーショー

    

            

【開 催 日】2015 年 12 月 15 日(火)・16 日(水)   

【時    間】ディナー／18：30～ ショー／20:00～

【会    場】孔雀の間（3階）

【料    金】42,000 円

【予約受付開始】予約受付中

＜プロフィール＞

14歳からジャズの勉強を始める。1972 年にペドロ＆カプリシャスの

2 代目ヴォーカリストとしてデビュー。「ジョニィへの伝言」

「五番街のマリーへ」などのヒット曲を数多く出し、1978 年「あなた

の空を翔びたい」でソロデビュー。ニューヨーク・カーネギーホール

や、ロンドン・ロイヤルアルバートホールでの公演など、世界中へと

その活動の場を拡げている。

【開 催 日】2015 年 12 月 14 日(月)

【時    間】ディナー／18:30～ ショー／20:00～

【会    場】孔雀の間（3階）

【料    金】38,000 円

【予約受付開始】8月 24 日（月）10:00 より
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◇郷ひろみ ディナーショー

1994 年「言えないよ」が「全日本有線放送大賞」優秀賞を受賞。

1994 年にバラード三部作の完結編とも言える「逢いたくてしかたない」が大ヒットし、前年に続き、

「全日本有線放送大賞」優秀賞を受賞。

◇秋川雅史 ディナーショー    

             

2007 年 1月、シングル「千の風になって」でオリコンシングルチャート 1位を獲得、130 万枚もの

売り上げとなる。

2011 年 9 月 21 日、ニューシングル「あすという日が」を発売、また同時期に同曲を発売した

「夏川りみ」とのデュエットで、この年、第 62回 NHK 紅白歌合戦に 4回目の出場。

毎年、自身のコンサートツアーを勢力的に実施。現在、最も実力、人気を供えたテノール歌手

として活躍している。

【開 催 日】2015 年 12 月 17 日(木)           

【時    間】1部 ディナー／17：00～、ショー／18：15～

       2 部  ディナー／20：15～、ショー／21：30～

【会    場】孔雀の間（3階）   

【料    金】42,000 円

【予約受付開始】9月 7日（月）10:00 より

＜プロフィール＞

1972 年 8 月 1 日、シングル「男の子女の子」でデビュー。以来

「よろしく哀愁」「ハリウッド・スキャンダル」「マイレディー」

「セクシー・ユー」「お嫁サンバ」「哀愁のカサブランカ」「2億 4千

万の瞳」など数々のヒットを出し続け、現在までにシングル 60枚以上、

アルバムだけでも 50枚以上をリリースしている。1993 年、「僕がどん

なに君を好きか、君は知らない」がロングセラー。

【開 催 日】2015 年 12 月 24 日(木)           

【時    間】ディナー／18：30～ ショー／20:00～

【会    場】孔雀の間（3階）   

【料    金】39,000 円

【予約受付開始】予約受付中

＜プロフィール＞

1967 年愛媛県西条市生まれ。4 歳よりヴァイオリンとピアノを

始める。のちに父の指導のもと、声楽の道へと転向。

国立音楽大学・同大学院にて中村健氏の指導を受けたあと、4 年間

イタリアのパルマで、デリオ・ポレンギ氏に師事。帰国後、第九の

ソロや数々のコンサートに出演。1998 年カンツォーネコンクール第 1

位、日本クラシック音楽コンクール最高位をそれぞれ受賞。その後、

数々のテレビ、ラジオ番組等に多数出演。2006 年「千の風になって」
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◇鈴木雅之 ディナーショー

＜プロフィール＞

1956 年生まれ。1975 年にシャネルズを結成、1980 年にシングル「ランナウェイ」でメジ

ャー・デビューし、ミリオン・ヒットを記録。その後グループ名をラッツ＆スターに改め、

「め組のひと」「Tシャツに口紅」など多くに大ヒットを残した。1986 年に「ガラス越しに消えた夏」

でソロヴォーカリストとしてデビュー。「もう涙はいらない」「恋人」など数多くのヒット曲を送り

出す。2013 年 5月に発表した最新アルバム『Open Sesame』では豪華アーティストたちとコラボレーシ

ョンを実現し、オリコンアルバム・チャート初登場 6 位を記録した。2015 年はシャネルズでデビュー

して 35年、2016 年にはソロデビュー30周年を迎える。名実ともに「ラヴソングの王様」である。

※上記料金にはいずれもお料理・お飲物、サービス料・消費税が含まれています。

※ご予約はすべて 10：00 より承ります。

※当日、または前日にご利用いただける特別宿泊料金をご用意しております。

ご予約・お問い合わせ先

宴会イベント係 TEL．(06)6881-4650（直通 受付時間 10:00～20:00）

14歳からジャズの勉強を始める。1972年にペドロ＆カプリシャスの 2

【開 催 日】2015 年 12月 25 日(金)

【時    間】ディナー／18:30～ ショー／20:00～

【会    場】孔雀の間（3階）

【料    金】42,000 円

【予約受付開始】8月 31 日（月）10:00 より


