Press Release

２０１０．
２０１０．１２．
１２．１６
株式会社エイチ
エイチ・
アイ・
株式会社
エイチ
・アイ
・エス

ミュージックバード(TOKYO
ミュージックバード(TOKYO FM グループ)
グループ)『第 53 回グラミー賞
グラミー賞スペシャル』
スペシャル』放送記念 オフィシャルツアー

『第 53 回グラミー賞授賞式
グラミー賞授賞式を
賞授賞式を観覧 ロサンゼルス 5 日間』
日間』発表
今年は
今年はアーティスト直近
アーティスト直近の
直近のゴールド(1
ゴールド(1 階)席プラン、
プラン、リーズナブルな
リーズナブルなブロンズ(
ブロンズ(アッパー)
アッパー)席プランの
プランの 2 種類を
種類を展開

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）東日本法人団体専門
店事業部 音楽鑑賞専門デスクは、音楽専門衛星デジタルラジオを運営する、株式会社ミュージックバード（TOKYO
FM グループ 本社：東京都千代田区 代表取締役社長：沼尻一彦 以下ミュージックバード）とタイアップし、アメリ
カ・ロサンゼルスのステイプルズセンターにて、現地日時 2011 年 2 月 13 日（日） に開催される「第 53 回グラミー賞
授賞式」を観覧するオフィシャルツアーを企画し、2010 年 12 月 16 日（木）より予約受付を開始いたします。
本ツアーは、ミュージックバードが高音質の CS 衛星デジタルラジオとして独占放送する特別番組『第 53 回グラミ
ー賞スペシャル』［2011 年 2 月 20 日（日）放送予定］と連動して企画されたツアーとなります。昨年もご好評いただい
た本企画を今年はより内容にみがきをかけ、「アフターパーティ付き アーティスト直近のゴールド席<1 階>指定コー
ス」、「リーズナブルなブロンズ席<アッパー席>指定コース」の 2 プランを、それぞれ人数限定で設定いたしました。
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音楽に携わる全てのアーティスト達にとって最も栄誉ある音楽賞と言われている、グラミー賞。
世界的に注目度の高いこの授賞式は、主催者のアカデミー会員や関係者しか入場す
ることができず、一般にはチケット発売されないため、プレミアムな音楽祭典としても知
られています。
そこで、H.I.S.ではミュージックバードの協力のもと、非常に入手困難なこのチケットを
今年も確保いたしました。より近くでアーティストパフォーマンスをお楽しみ頂ける 1 階
席(100 番台)での観覧に加え、授賞式後のパーティにも参加することが出来る“ゴール
ド席チケット付きツアー”と、会場全体を見渡すことが出来るアッパー席(300 番台)から
観覧する“ブロンズ席チケット付きツアー”の２プランをご用意しました。
©ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｰﾄﾞ
ご宿泊のホテルからグラミー賞授賞式会場への移動は、現地スタッフがエスコートしま
授賞式会場となるステイプルズセンター
すので安心です。
会場では注目の授賞リレーはもちろん、超ビッグアーティスト達の生演奏・生歌唱で
行われるスペシャル・パフォーマンスをご覧頂けます。感動と興奮に包まれた夢の
ような一夜を味わって頂く、スペシャルツアーとなっています。

＜グラミー賞
グラミー賞とは？＞
とは？＞
正式名称は、主催団体である NARAS のイニシャルを冠した「NARAS アチーブメント・アワーズ」。
1958 年に音楽業界において優れた作品を創り上げたクリエイターの業績を讃えるために作られた
賞です。第 53 回グラミー賞では 2009 年 9 月 1 日から 2010 年 9 月 30 日までの期間にリリース
された楽曲、アルバムが受賞対象となります。全部で 100 を越える数々の部門賞がある中で、「年
間最優秀レコード／年間最優秀アルバム／年間最優秀楽曲／最優秀新人賞」の４部門は、特に
注目を集める賞です。

授賞式の入場チケットとプログラム

■Pre Telecast Ceremony も観覧可能！
観覧可能！■
主要部門以外の授賞式「Pre Telecast Ceremony」が、ステイプルズセンターの隣、
ロサンゼルス・コンベンションセンターにてグラミー賞授賞式同日に行われます。
本ツアーに含まれているグラミー賞授賞式のチケットを持っていれば会場へは出入り自由なので、テレビ中継され
ない 100 近い部門の表彰（R&B、レゲエ、コメディ、ハワイアンミュージック、子ども向け音楽、クラシックなど）も観
覧する事ができます。
さらに写真撮影や立食のビュッフェを自由にお楽しみいただけるほか、座席も自由席のため、大物アーティストの
隣に座れることもあります。正に知る人ぞ知る、超穴場スポットで音楽の真髄を満喫していただけます。
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●チケット一般発売がない貴重な授賞式を、アーティスト直近・ゴールド（1 階）席でご観覧頂けます。
●授賞式後、ご希望の方はアフターパーティにもご参加頂けます。
●ご滞在先は、授賞式会場の目の前、ラグジュアリーホテルの JW マリオットの予定です。
朝食も 2 回ご用意いたしました。
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●チケット一般発売がない貴重な授賞式を、ブロンズ（アッパー）席で観覧いただけます。
●会場全体を見渡せるブロンズ席からは、TV では見られない舞台の裏側を見るチャンスもあります。
●ご滞在先は、授賞式会場まで徒歩圏内の、ウィルシャーグランドの予定です。

＜ツアー詳細＞
◆出発日 ： 2011 年 2 月 11 日（金）または 12 日（土）の 2 設定
◆旅行代金： ゴールド席プラン 777,000 円
（大人お 1 人様/2 名様 1 室利用時/燃油サーチャージ込/エコノミークラス利用）
ブロンズ席プラン 248,000 円
（大人お一人様/2 名様 1 室利用時/燃油サーチャージ込/エコノミークラス利用）
※国内空港施設使用料、旅客保安料、海外空港諸税が別途必要となります。
◆最少催行人員：1 名（但、1 人参加の場合は別途 1 名様追加代金が必要。相部屋不可。）
◆利用航空会社：アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、日本航空、全日空、シンガポール航空、
大韓航空のいずれか
◆利用予定ホテル：ゴールド席プラン JW マリオットホテル（部屋指定なし）
ブロンズ席プラン ウィルシャーグランドホテル（部屋指定なし）
◆1 人部屋追加代金：ゴールド席プラン 7.9 万円 ブロンズ席プラン 4.5 万円
◆食事：ゴールド席プラン/朝２、ブロンズ席プラン/なし
◆添乗員：なし。現地係員
◆延泊：お問い合わせ下さい。
※グラミー賞会場へ入場する際は、ドレスコードが必要となります。
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からのお問い合わせ先
わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 音楽鑑賞専門デスク TEL：03-5360-4741 FAX：03-5360-4739
ホームページ： http://www.music-his.com
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するマスコミからのお
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わせ先
株式会社エイチ・アイ・エス 東日本法人団体専門店事業部 広報担当：福留かおり
TEL：03-5908-3016 FAX：03-5908-3026 営業時間 平日）10:00～18:00、 土日祝） 休み
その他広報関連のお問合せは、経営企画室 TEL：03-5908-2070 FAX：03-5908-2423 迄お願いいたします

