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Photo PLAN

地上100M 天空の展望台！グローバルタワーが皆様の大切な思い出
づくりをお手伝いいたします。
フォトウエディングや大切な方との記念日を祝う写真・動画撮影
スポット等としてご利用いただけます。

プロのスタッフによる、記念日に合わせたプラン・演出及び写真・

発行／ビーコンプラザ
〒874 0828 別府市山の手町12−1
Tel.0977 26 7111
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動画の撮影を行います。
®

プロデュース /
ウェディングカフェ アンジェリカ

「マルタ・アルゲリッチの日」制定記念〜みんなのクラシック〜

輝く青い空の下！グローバルタワーの展望台でフォトウエディング、
結婚式前撮りのフォトスポットとしてご利用いただけます。

第22回 別府アルゲリッチ音楽祭 2022

ご利用については、ビーコンプラザ事務局（TEL.0977-26-7111）までお問合せください

音楽とSDGs 〜新しい道
Music and SDGs -New paths

ビーコンプラザのシンボル、高さ125mの
グローバルタワー。
斬新なデザインはまさに未来へ発射する
基地のようです。
地上100mの展望デッキからは、別府市内
が一望できます。

飛行機（大分空港）
羽田
成田
中部
伊丹
ソウル

営業時間

9：00 〜 21：00
※但し、
天候不順
（強風、
強雨等）
の時は
9：00 〜 19：00（12月〜２月） 営業を休止いたします。
入場料金
団体

１時間45分
２時間
１時間15分
１時間5分
１時間40分

2022.

空港直行バス

（３月〜 11月）

通常

交通案内

大人（高校生以上） 300円 小人（小中学生） 200円
大人（10名様以上） 200円 小人（10名様以上）100円
※障がい者の方は割引制度をご利用いただけます。 ※幼稚園児以下無料

日本夜景遺産に登録

日経
「なんでもランキング」
「眺めが素晴らしいタワー展望台」

大分空港 45分
（別府北浜着）

東京都

ＪＲ

東京
５時間40分
新大阪
３時間10分
博多
１時間10分
小倉
１時間10分
宮崎
３時間10分
久留米
２時間35分
熊本
２時間55分
（運転見合わせ区間有）

別府市
大分市

5.7 -7.17
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総監督／大分県外国人名誉県民

マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）
Martha Argerich

東京オペラシティ
ビーコンプラザ／しいきアルゲリッチハウス
平和市民公園能楽堂／ iichiko 総合文化センター

総合プロデューサー

伊藤 京子（ピアノ）
Kyoko Ito

※３月20日現在のものです。

本年度も

船

大阪 フェリーさんふらわあ
11時間30分
八幡浜 宇和島運輸
2時間40分
福岡⇔釜山 JRビートル・コビー
3時間5分
福岡⇔釜山 カメリアライン
5時間30分
下関⇔釜山 関釜フェリー
11時間30分

高速バス

三宮・大阪・京都 10〜12時間
福岡
2時間20分
長崎
3時間40分
宮崎
3時間50分
熊本（大分発着）3時間30分

ビーコンプラザを
徒 歩
バ ス

西へ1.3㎞
（徒歩15分）
西口より亀の井バス③㊱⑧のバスに乗車、
ビーコンプラザ前下車
（５分）
タクシー 別府北浜から 10分
別府駅西口から 5分

General Producer, Piano
ⓒRikimaru Hotta

自動車

福岡（135㎞） ２時間
小倉（135㎞） ２時間
宮崎（90㎞） ３時間10分
熊本（147㎞） 3時間
大分（12㎞） 30分

General Director,Piano

よろしくお願いします

イベント情報

トピックス
●掲載された情報は令和４年３月20日現在のものです。

4月

開催日

催事名

9：00 ～ 15：00

22（金）★十人十色映画祭

レセプションホール

15：00 ～ 18：00

コンベンションホール

11：00 ～ 21：00

レセプションホール

10：00 ～ 20：00
入場料：無料

- Get Over the COVID-19 -

29～
（金～月）スタインウェイを弾きませんか？
５/２

開催日

催事名

14（土）★HUMANisM

22（日）

フィルハーモニアホール

～超☆地獄編2022 ～

東アジア文化都市2022大分県
室内楽コンサート

開幕関連行事

24（火）★別府親と子の劇場 りんごかもしれない
30（月）

別府市民劇場 第110回例会
劇団民藝 グレイクリスマス

開催日

フィルハーモニアホール

中会議室

11～ 12（土～日）★back number SCENT OF HUMOR TOUR 2022

第１回 全日本別府歌謡祭
チャリティー歌の花たば

15（水）令和４年度

全国安全週間説明会

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
19（日）
第28回定期演奏会

25（土）大分県出身若手演奏家コンサート

結成 20 周年の ircle、地元大分県別府市のホールで自身最大規模「HUMANisM 〜超★地獄編 2022 〜」の開催を発表！

ircle「HUMANisM

〜超★地獄編2022〜」

※初日（26日）のみ13時開場
お問合せ先 097-554-2600

2022 年 5 月 14 日 ( 土 )

別府ビーコンプラザ コンベンションホール

9:00 開場 10:30 開演・全指定席

10：00 ～ 17：00
料金：￥2,000/1時間

場

コンベンションホール

お問合せ先 0977-26-7111
（ビーコンプラザ事務局）

時間／料金
10：30 ～（９：00開場）
料金 一般：￥9,000
学割：￥7,500

料金

一般チケット
学割チケット

9,000 円 ( 税込 )
7,500 円 ( 税込 )

※学割チケット購入の方は当日要学生証提示

★詳細は各特設サイトヘ！
・イベント詳細サイト https://ircle.jp/humanism/cho-jigokuhen-2022/
・HUMANisMオフィシャルtwitter https://twitter.com/ircle̲HUMANisM
・20周年特設サイト https://ircle.jp/20th/

★ircle OFFICIAL
・オフィシャルサイト http://ircle.jp
・オフィシャル twitter https://twitter.com/ircle̲info

主催：シブヤテレビジョン / 株式会社プロジェクトファミリー 企画・制作：HUMANisM制作委員会 問い合わせ：シブヤテレビジョン 03-6300-5238（平日12:00〜18:00）
お問合せ先 03-6300-5238
（シブヤテレビジョン）

back number

SCENT OF HUMOR TOUR 2022

18：00 ～ 20：00（予定）
【全席指定】GS席 ￥16,000 / S席 ￥14,000
A席 ￥11,000 / B席 ￥7,000
ユース席 ￥3,000（＊小学1年生〜 22歳）

日

18：30 ～ 19：30

時：

6/9
（木）

フィルハーモニアホール 18：30 ～（18：00開場）※会員制

開場 17:00 開演 18:00

催事名

９（木）★back number SCENT OF HUMOR TOUR 2022

11（土）

会

★は一般公開です。

時間／料金

コンベンションホール

26～
（火～木）わたしと宇宙展～奇跡の地球に生きる～
５/５

6月

場

16（土）★リエール多肉カーニバル

24（日）★BOM WAVE08

5月

会

会

場

時間／料金

コンベンションホール

18：00 ～（17：00開場）
料金：￥8,800（税込） ※３歳以上有料
お問合せ先 0570-09-2424
（キョードー西日本）

コンベンションホール

17：00 ～（16：00開場）
料金：￥8,800（税込） ※３歳以上有料
お問合せ先 0570-09-2424
（キョードー西日本）

第1部：10：00 ～
フィルハーモニアホール 第2部：（中村美律子スペシャルコンサート）15：45 ～
入場料：一般￥4,000
中会議室
14：00 ～（13：30開場）
料金 一般：￥1,000
学生：￥500
フィルハーモニアホール

14:00 ～
フィルハーモニアホール
【全席指定】無料

6/11 6/12
（土）

（日）

開場 16:00 開演 17:00

開場 16:00 開演 17:00

円（税込）*3 歳以上有料
会 場：別府ビーコンプラザ コンベンションホール
料

金：8,800

一般発売日：2022 年 5 月 28 日（土）
発売所：ローソンチケット（L コード 84408）
お問合せ先：0570-09-2424（キョードー西日本）

第16回

スタインウェイを弾きませんか？
会 場：フィルハーモニアホール

お問合せ先 0977-26-7111
（ビーコンプラザ事務局）

要整理券

日 時 ：４月 29 日
（金）〜 ５月２日
（月） 10:00 〜 17:00
料 金：１時間 2,000 円
申 込 ：0977-26-7111
（ビーコンプラザ事務局）

申込開始

4/4（月）
9:00 〜

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今後の開催状況は急遽変更になる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
又、
当分の間、利用制限並びに感染症対策を行いながら実施していきますので、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

別府市民フィルハーモニア管弦楽団

グローバルタワーで見よう

第28回定期演奏会
指 揮 ： 芝岡 愛貴
日 程：

４月１

2022年

日 金 18：00〜

※天候により火祭りが順延となった場合は、本イベントもそれに準じます。

6月19日（日）14：00 開演（13：30 開場）

チケット：一般 1,000 円

学生 500 円

Program
火祭りの間、タワーの入場が無料！

ストラヴィンスキー：バレエ組曲「火の鳥」（1919 年版）
チャイコフスキー：交響曲第 4 番ヘ短調

問合せ：ビーコンプラザ

0977-26-7111

