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報道関係者各位                           情報解禁日 2021 年 7 月 17 日(土)AM 5:00 

 

緊急告知！ 

伊藤 蘭 コンサート・ツアー2021～Beside you & fun fun ♡ Candies！～ 

特別追加公演の開催が日比谷野外大音楽堂にて決定！ 

伊藤 蘭より本公演に向けてコメントが到着！ 

本日よりオフィシャル最速抽選先行が開始！ 

 

「伊藤 蘭 コンサート・ツアー2021～Beside you & fun fun ♡ Candies！～」、東京・中野サン

プラザ公演のチケット販売が大好評につき、特別追加公演の開催が決定した。 

追加公演は、9月 26 日（日）に、会場は何と！！あの伝説の日比谷野外大音楽堂で開催される。 

 

追加公演のチケットは、本公演でしか手に入らない特典「お引っ越しのお祝い返し」付きで、本

日 7月 17 日（土）AM5:00 より、オフィシャル最速抽選先行が開始する。 

詳細は、ツアーオフィシャルサイト参照。 

https://www.diskgarage.com/feature/ito-ran/ 

 

キャンディーズが、1977 年 7 月 17 日に日比谷野外大音楽堂にて解散宣言をしてから 44 年、遂に

この日がやって来る。伊藤 蘭オリジナル曲やキャンディーズ・ソングでお送りする“伊藤 蘭ス

ペシャル野音公演”をお見逃しなく！ 
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＜スペシャル野音公演に向け、伊藤 蘭コメント到着＞ 

 

皆さんこんにちは、伊藤 蘭です。 

今回、私のセカンド・アルバム『Beside you』の

発売に合わせたコンサート・ツアーが開催されま

すが、加えて 9月 26 日に東京の日比谷野外大音楽

堂での公演が決定しました。野音のステージに立

つのは 44 年ぶり。ご存知の方もいると思いますが

キャンディーズ時代の 77 年 7月 17 日、私達が解

散の意思を公にした場所です。私にとっても当時

を知るファンの方達にとってもあまりにも鮮烈な

思い出を残す場所なので、このお話を聞いた時は

正直迷いました。 

今、私が野音でコンサートを行う、その意味って何だろうと…。 

現在私を支えてくれるスタッフの中には、キャンディーズ時代の音楽活動に思い入れを持ってくださる方

も多くいて、今回もそうしたスタッフの方々の提案がきっかけとも言えます。 

やはりそんな熱意は今とても有り難く響いてきます。あまり考え過ぎずに素直に受け止め私にできるので

あれば応えてみたいと思いました。 

野音の風を感じながら、新曲はもちろんキャンディーズ時代の歌の数々を楽しんでいただけたらと思いま

す。 

皆さんと一緒に長い年月を経て再びその場所に戻れたことを、お互いに喜び合えるステージにできたら嬉

しいです。お待ちしています。 

 

 

公演概要 

伊藤 蘭コンサート・ツアー2021 特別追加公演 ～Beside you & fun fun ♡ 

Candies！野音 SPECIAL！～ 

 

緊急告知！ 

伊藤 蘭コンサート・ツアー2021、東京公演＝中野サンプラザ 2days のチケットが大好評につき、

特別追加公演の開催が決定！会場は何とあの伝説の日比谷野外大音楽堂！ 

遂にこの日がやって来た！ファン騒然、待望の、伊藤蘭スペシャル野音公演が遂に実現！！ 

 

◇日時：2021 年 9 月 26 日（日）[開場]16:00 [開演]17:00 

◇会場：日比谷野外大音楽堂（東京都千代田区日比谷公園 1-5） 

◇お問合せ：ディスクガレージ 050-5533-0888(平日 12:00-15:00） 

      https://diskgarage.com/ 
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[出演] 伊藤 蘭 

バンド：佐藤 準（音楽監督・Keyboards） / 是永巧一（Guitar）/ 美久月千晴（Bass）/ そうる

透（Drums）/ 竹野昌邦（Sax）/ 渡部沙智子（Chorus）/ 高柳千野（Chorus） 

 

[総合 INFORMATION] 

https://www.diskgarage.com/feature/ito-ran/ 

 

[チケット] 

全席指定 ￥12,000（税込） 

※お引っ越しのお祝い返し 付き 

※未就学児入場不可 

 

チケット一般発売日 2021 年 8 月 22 日(日)10:00 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

オフィシャル最速抽選先行（ぴあ） 

受付期間：2021 年 7 月 17 日（土）5:00～7 月 28 日（水）23:59 

受付 URL：https://w.pia.jp/t/ran/ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

伊藤 蘭コンサート・ツアー2021 ～Beside you & fun fun ♡ Candies！～ 

 

最新のセカンド・アルバム「Beside you」からの楽曲と共に、キ

ャンディーズ・ソング満載のセットリストでお贈りするファン垂

涎の内容で開催決定！ 

 

[大阪公演] 

◇日時：2021 年 9 月 20 日（月・祝）[開場]16:00 [開演]17:00 

◇会場：フェスティバルホール（大阪府大阪市北区中之島 2-3-18） 

◇お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(平日・土曜 11:00～16:00)  

      http://www.kyodo-osaka.co.jp/ 

 

[東京公演] 

◇日時：2021 年 10 月 28 日（木）[開場]17:30 [開演]18:30 

        2021 年 10 月 29 日（金）[開場]17:30 [開演]18:30 

◇会場：中野サンプラザホール（東京都中野区中野 4-1-1） 

◇お問合せ：ディスクガレージ 050-5533-0888(平日 12:00-15:00） 

      https://diskgarage.com/ 
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[出演] 伊藤 蘭 

バンド：佐藤 準（音楽監督・Keyboards） / 是永巧一（Guitar）/ 美久月千晴（Bass）/ そうる

透（Drums）/ 竹野昌邦（Sax）/ 渡部沙智子（Chorus）/ 高柳千野（Chorus） 

 

[総合 INFORMATION] 

https://www.diskgarage.com/feature/ito-ran/ 

 

[チケット] 

全席指定 ￥9,900（税込）※未就学児入場不可 

 
チケット一般発売日 
東京公演：2021 年 7 月 3 日（土）10:00  

大阪公演：2021 年 7 月 24 日（土）10:00 

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ran/ 

・ローソンチケット https://l-tike.com/itoran 

・e+（イープラス)  東京：https://eplus.jp/ran-ito/ 

          大阪：https://eplus.jp/ir-o/ 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

主催：[大阪公演]BS 朝日 

   [東京・日比谷野外大音楽堂公演]DISK GARAGE / BS 朝日 / TOKYO FM / TBSラジオ 

協力：ソニー・ミュージックダイレクト / 渡辺音楽出版 / リバティ・コンサーツ（大阪公演）/  

読売テレビ（大阪公演）/ ON THE LINE(日比谷野外大音楽堂公演) 

制作：DISK GARAGE 

企画製作：トライサム / DISK GARAGE / BS 朝日 

 

 

リリース情報 

 

伊藤 蘭セカンド・アルバム「Beside you」 9 月１日発売 

 

※写真は初回限定盤 
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シングル「恋するリボルバー」、JR 西日本 CM 曲「ヴィブラシオン」を含む全 10 曲を収録。作家

陣には、布袋寅泰、トータス松本、森 雪之丞、佐藤 準、多保孝一らが名を連ね、伊藤 蘭自身も

前作に続き、2曲の作詞を手掛けている。 

 

◇伊藤 蘭スペシャル・サイト限定販売 恋するリボルバーTシャツ付きスペシャル BOX（CD＋

Blu-ray＋Tシャツ：メンズ Lサイズ） ￥7,500（税込）/DYCS 1235  

◇初回限定盤（CD＋Blu-ray＋三方背スリーブケース） ￥3,900（税込）/MHCL 30683～4 

◇通常盤 CD ￥3,300（税込）/MHCL 30685 

 

詳細はこちら  otonano 伊藤 蘭スペシャルページ http://www.110107.com/ran_ito 

 

◆伊藤 蘭オフィシャルサイト  http://trysome.jp/artist/ito-ran 

 

======================================================================================= 

 

本プレスリリースの画像は下記より DLしてご利用くださいませ。 

https://www.dropbox.com/sh/wutaek31ole66x3/AACaxK4CwM6D5SzAGtR1sHAwa?dl=0 

 

 

【本プロジェクト・プレスリリースに関するお問い合わせ】 

ディスクガレージ：北浦大介  【MAIL】d-kitaura@diskgarage.co.jp 【TEL】03-5447-8277(代) 


