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昨年のホテルロビーで開催したレコードコンサートの様子 

センチュリーロイヤルホテル（総支配人: 桶川昌幸／札幌市中央区北 5条西 5丁目）では、2019

年 8月 25日(日)から 27日(火)の間、昨年大好評だった「レコードコンサート」(鑑賞無料)を今

年も 2階ロビーで開催いたします。同期間、新冠町の特産品も販売いたします。 

本イベントは、歌謡曲、ジャズ、クラシックなどのレコード約 100万枚のレコード盤を収蔵し

ている「新冠町レ・コード館」のコレクションから、「平成に販売されたレコードヒット曲特集」

や「令和へ語り継ぎたい名曲特集」などを、レコードと針が奏でる懐かしいアナログの音色でお

楽しみいただけます。視聴機材は、スピーカーに三菱電機のＤＩＡＴＯＮＥ（ダイヤトーン）製、

ＤＥＮＯＮ製のプレイヤーで再生いたします。 

8月 1日(木)からは、令和に語り継ぎたい楽曲のレコード展示やハート型の変わった形の 

レコードなど約 100枚を展示しております。 

総支配人の桶川は、「デジタル全盛の時代に、レコードやカセットテープなどのアナログメデ

ィアに再び注目が集まっている。レコードは、音楽を楽しむだけでなく、ジャケットも見て飾っ

て楽しむものでもあり、その時代、世相を反映する一つの歴史を物語っている。今年のレコード

コンサートでは、『令和に語り継ぎたい名曲』をお届けいたします。(レコードの)円盤の溝を針

がなぞるアナログの音に耳を傾けながら、当時に思いをはせ、ゆっくりと音楽を楽しんでほしい」

とコメントしております。 開催概要は別紙の通りです。 

 

 

 

センチュリーロイヤルホテル×レ・コードのまち 新冠町 

令和へ語り継ぎたい名曲をアナログの音で 

無料レコードコンサートを開催 
2019年 8月 25日（日）～27日(火)の３日間、ホテルロビーで 

新冠町の特産品も販売 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

センチュリーロイヤルホテル 営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯 

TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331 



 

 

レ・コード&音楽によるまちづくり 

新冠町レ・コード館ロビーコンサート開催概要 

レ･コード館収蔵のレコードからセレクトした曲のレコードコンサートを開催いたします。 

今は、デジタル音に溢れた日常ですが、円盤の溝を針がなぞるアナログ音を是非お楽しみください。 

また、新冠町観光協会による物産展も同時開催いたします。 

期 間：2019年 8月 25日（日）～8月 27日（火）  

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー  鑑賞料：無 料 

【8月 25日（日）】①13：00～14：00 ②15：00～16：00 

【8月 26日（月）】①10：30～11：30 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00 

【8月 27日（火）】①10：30～11：30 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00 

■開催場所： 2階 ロビー 

■企画・運営: 新冠町 

※コンサートは、どなたでも無料でご鑑賞いただけます。 

※鑑賞者多数の際は安全管理上、入場制限をさせていただく場合がございますので予め 

ご了承ください。 

■お問い合わせ: センチュリーロイヤルホテル営業企画室 TEL.011-210-9340(平日10:00～17:00) 

 

【8月 25日（日）】①13：00～14：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: ありがとう平成 平成販売レコードヒット曲特集(1989～1990 ソング) 

◇楽曲: 「17才」 森高 千里、「浪漫飛行」 米米ＣＬＵＢ、「愛が止まらない」wink、 

「リバーサイドホテル」井上 陽水、「ANNIVERSARY」松任谷 由美 他 

【8月 25日（日）】②15：00～16：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: オリンピックソング特集～TOKYO2020に向けて～（TOKYO1964/SAPPORO1972）特集 

◇「東京五輪音頭〈東京オリンピックの歌〉」 三波 晴夫、 

「虹と雪のバラード＜札幌オリンピックの歌＞」、トワ・エ・モワ 他 

【8月 26日（月）】①10：30～11：30 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: 甲子園閉幕 高校野球応援ソング原曲特集＜おつかれさま北海道代表＞ 

◇楽曲: 「サウスポー」 ピンクレディー、「タッチ」 岩崎 良美、 

「ルパン三世のテーマ」、「We Will Rock You」 QUEEN、「パラダイス銀河」光ＧＥＮＧＩ他 

【8月 26日（月）】②13：00～14：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: 祝センチュリーマリーナ函館グランドオープン記念 

センチュリーグループ(函館&札幌)ご当地ソング特集&イベント情報 

◇楽曲:函館の女」 北島 三郎、「函館ブルース」 小野 由紀子、「北酒場」 細川 たかし、 

「恋の町札幌」 石原 裕次郎、「マイ・ピュア・レディ」 尾崎 亜美 他 

【8月 26日（月）】③15：00～16：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: 新元号『令和』へ共に～平成の時代に逝去したアーティスト特集 

◇楽曲: 「1986年のマリリン」 本田 美奈子、「人生いろいろ」 島倉 千代子、 

「I LOVE YOU」 尾崎 豊、「情熱の嵐」 西城 秀樹、「別れの予感」 テレサ・テン 他 

 



 

 

【8月 27日（火）】①10：30～11：30 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: カバー曲も大ヒット 原曲(オリジナル曲)特集 

◇楽曲: 「天使のウィンク」 尾崎 亜美（松田 聖子）、 

「明日があるさ」 坂本 九（ウルフルズ・Re:Japan）、 

「ボヘミアン」 大友 裕子（葛城 ユキ）、 

「なごり雪」 かぐや姫（イルカ） 他 

【8月 27日（火）】②13：00～14：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: 令和へ語り継ぎたい聴き続けたい名曲特集～新冠町レ・コード館セレクション 

◇楽曲: 「さよなら」 オフコース、「案山子」 さだまさし、「水色の雨」 八神 純子、 

「およげ！たいやきくん」 子門 真人、「上を向いて歩こう」 坂本 九 他 

【8月 27日（火）】③15：00～16：00 再生(予定)楽曲の一例 

 ◇テーマ: ロビーコンサート総集編 

◇楽曲: 「川の流れのように」 美空 ひばり、 

「好きですサッポロ」 森雄二とサザンクロス、「時代」 中島 みゆき、 

「オリビアを聴きながら」 尾崎 亜美、他 

※上記再生曲は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

◆新冠町物産展 

期 間：2019年 8月 25日（日）～8月 27日（火）  

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー 

【8月 25日（日）】13：00～17：00 

【8月 26日（月）】10：00～17：00 

【8月 27日（火）】10：00～17：00 

販売商品: ピーマン羊羹、ピーマンチップス、サラブレッドグッズ他 

新冠米 判官伝説「ななつぼし」のお米すくい  1回 1合升 3杯 100円 

※各時間、ロビーコンサート開催 30分前から整理券を配布予定 

(先着順、各時間人数制限あり。お米が無くなり次第終了) 

◆新冠町「RE・CORD」ロビー展 

「レ･コード館」にコレクションされている貴重なレコードや蓄音機をロビーにて展示します。

令和に語り継ぎたいレコード特集や、平成時代に逝去されたアーティストのレコード、ハート型

の変わった形のレコードなどを展示。また、新冠町おすすめ観光スポットや主要施設をポスター

やパンフレットでご紹介します。 

期 間：2019年 8月 1日（木）～8月 31日（土）  

場 所：センチュリーロイヤルホテル 2階ロビー  

鑑賞料：無 料  

 

 

 



 

 

《センチュリーロイヤルホテル施設概要》 

 

名 称    札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル               

所在地    〒060-0005 札幌市中央区北 5条西 5丁目 2番地                

連絡先    TEL：011(221)2121 FAX：011(231)2538 

    URL：http://www.cr-hotel.com/                    

開 業    1973年（昭和 48年）5月 10日                      

代表取締役社長・総支配人 桶川 昌幸（おけがわ まさゆき）                      

施 設    地上 23階・地下 3階                           

客室数    300室                                 

収容人員   557名                                

レストラン   「YUUYOO TERRACE SAPPORO」（ユーヨーテラス サッポロ） 

          「日本料理 北乃路」「スカイレストラン ロンド」 

           「ティーラウンジ フォンテーヌ 」             

宴会場     4室 結婚式場（チャペル）                          

その他    エステ、 衣裳室、写真室                     

駐車場    30台収容（地下 3階駐車場）                       

2019年 8月 6日現在 

 

以上 


