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指定日

番号 開始日 終了日 名称 　　住所 　　住所

1001069 山形交響楽団第283回定期演奏会 音楽 2020年3月14日 2020年3月15日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001070 山形交響楽団庄内定期演奏会第28回鶴岡公演 音楽 2020年3月25日 2020年3月25日 荘銀タクト鶴岡 山形県 鶴岡市 馬場町１１番６１号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001071 山形交響楽団第284回定期演奏会 音楽 2020年4月11日 2020年4月12日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001072 山形交響楽団第285回定期演奏会 音楽 2020年5月16日 2020年5月17日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001073 山形交響楽団第286回定期演奏会 音楽 2020年6月13日 2020年6月14日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001074 山形交響楽団第287回定期演奏会 音楽 2020年9月12日 2020年9月13日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001075 山形交響楽団第288回定期演奏会 音楽 2020年11月28日 2020年11月29日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001076 山形交響楽団第289回定期演奏会 音楽 2021年1月16日 2021年1月17日 山形テルサホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001077
山形交響楽団特別演奏会さくらんぼコンサート2020大

阪公演
音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 ザ・シンフォニーホール 大阪府 大阪市 北区大淀南２丁目３番３号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001078
山形交響楽団特別演奏会さくらんぼコンサート2020東

京公演
音楽 2020年6月21日 2020年6月21日 東京オペラシティコンサートホール 東京都 新宿区 西新宿３丁目２０番２号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001079 山形交響楽団特別演奏会ドラゴンクエストの世界 音楽 2020年4月29日 2020年8月15日 やまぎん県民ホール 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 公益社団法人山形交響楽協会 山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号 2020年10月16日

1001080 劇団山の手事情社創立35周年記念公演『桜姫東文章』 演劇 2020年3月14日 2020年3月17日 東京芸術劇場　シアターウエスト 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 有限会社アップタウンプロダクション 東京都 大田区 池上４－２－８ 2020年10月16日

1001081
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（福岡・6月）
音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 Zepp Fukuoka 福岡県 福岡市 中央区地行浜２－２－１ アーガスプロダクション株式会社 東京都 港区 赤坂７－５－２７赤坂パインクレスト３０３ 2020年10月16日

1001082
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（大阪・6月）
音楽 2020年6月8日 2020年6月8日 Zepp Namba Osaka 大阪府 大阪市 浪速区敷津東２－１－３９ アーガスプロダクション株式会社 東京都 港区 赤坂７－５－２７赤坂パインクレスト３０３ 2020年10月16日

1001083
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（名古屋・6月）
音楽 2020年6月10日 2020年6月10日 Zepp Nagoya 愛知県 名古屋市 中村区平池町４－６０－７ アーガスプロダクション株式会社 東京都 港区 赤坂７－５－２７赤坂パインクレスト３０３ 2020年10月16日

1001084
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（東京1部・6月）
音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 Zepp Tokyo 東京都 江東区 青海１－３－１１ アーガスプロダクション株式会社 東京都 港区 赤坂７－５－２７赤坂パインクレスト３０３ 2020年10月16日

1001085
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（東京2部・6月）
音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 Zepp Tokyo 東京都 江東区 青海１－３－１１ アーガスプロダクション株式会社 東京都 港区 赤坂７－５－２７赤坂パインクレスト３０３ 2020年10月16日

1001086 クロノス・クァルテット　ブラック・エンジェルズ 音楽 2020年9月27日 2020年9月27日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 2020年10月16日

1001087
パーヴォ・ヤルヴィ［指揮］ドイツ・カンマーフィル

管弦楽団 生誕250年 ベートーヴェン交響曲全曲演奏会
音楽 2020年12月9日 2020年12月13日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 2020年10月16日


