チケット寄附税制の申請状況（イベント・主催者リスト）

令和２年１０月１６日(金) 15時時点

○

現在、申請中のイベント名・主催者名のリストです。指定済イベントは、別途公表中の「指定リスト」をご覧ください。

○

仮申請フォームに必要記載事項をご登録いただいた時点で、仮申請が完了となり、申請時に記載頂いた内容がそのまま掲載されます。
その後、所定のメールアドレスに必要添付資料をご提出いただき、不備がないかなどの確認が終了した時点で、申請完了となります。
（万一、ご提出書類に不備があった場合については、再度ご提出をお願いしており、確認でき次第、申請完了となります。）

○

申請が完了したものから、順次、文化庁・スポーツ庁による審査を行い、１～２週間程度で指定を行います。

○

本リストは「指定行事リスト」ではありませんので、くれぐれもご注意ください。また、個別のイベントの申請状況、指定状況などについて、
文化庁・スポーツ庁からご回答することはできませんので、あらかじめご了承ください。

分類

イベント名

主催者名

仮申請受付日時

スポーツ

東京オートテストオープニングパーティ

JAF加盟クラブパラモモータースポーツクラブ

2020年5月7日

スポーツ

霧島・えびの高原エクストリームトレイル

霧島・えびの高原実行委員会

2020年5月7日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ

株式会社富山グラウジーズ

2020年5月13日

スポーツ

２０２０明治安田生命Ｊ１リーグ

株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜FC）

2020年5月18日

スポーツ

第7回 宮崎鏡洲の森トレイル

九州トレイルランニング協会

2020年5月19日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

株式会社ファイブアローズ

2020年5月21日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

株式会社ファイブアローズ

2020年5月21日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

株式会社ファイブアローズ

2020年5月21日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

福島スポーツエンタテインメント株式会社

2020年5月21日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

福島スポーツエンタテインメント株式会社

2020年5月21日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ

福島スポーツエンタテインメント株式会社

2020年5月21日

スポーツ

第5回トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国

NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド

2020年5月21日

文化芸術

サンライズクリエイションBS 2020 in Spring

SDF

2020年5月22日

文化芸術

GirlsLoveFestival30

ラブフェス事務局

2020年5月26日

スポーツ

2020明治安田生命J2リーグ

ジェフユナイテッド市原・千葉

2020年5月26日

文化芸術

バッハ・コレギウム・ジャパン 定期演奏会

有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年5月27日

文化芸術

バッハ・コレギウム・ジャパン 第137回定期演奏会 三大宗教曲を聴くⅠ マタイ受難曲 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年5月27日

文化芸術

バッハ・コレギウム・ジャパン 第138回定期演奏会 創立30周年記念演奏会

有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年5月27日

文化芸術

鈴木雅明リサイタルシリーズ2020 第2回 鈴木雅明and鈴木優人２台チェンバロリサイタル 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年5月27日

文化芸術

魂の二本同時上演『R老人の終末の御予定』＆『コチラハコブネ、オウトウセヨ』

ポップンマッシュルームチキン野郎

2020年5月28日

文化芸術

舞台「ナナステ☆スイーティブストーリーズ ～起源・永遠の願い～」

オッドエンタテインメント株式会社

2020年5月29日

文化芸術

Gen Hoshino presents “Assembly” Vol.01

株式会社アミューズ

2020年6月1日

スポーツ

2020明治安田生命J2リーグ モンテディオ山形 ホームゲーム

株式会社モンテディオ山形

2020年6月1日

スポーツ

B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ

株式会社フェニックス

2020年6月2日

文化芸術

メルメリィマーケットvol.13

メルメリィマーケット実行委員会

文化芸術

KEEP KATAOSA WEIRD 東区花火大会SP

KATAOSA COFFEE

2020年6月16日

文化芸術

SAHARA ジャムセッション

Live Bar SAHARA 房原忠弘

2020年6月18日

文化芸術

NEO KINA TOKYO

NAME is KINAKO(個人)

2020年6月19日

文化芸術

ニコル Fan Meeting2020～Spring Again～

株式会社ダイヤモンドブログ

2020年6月22日

文化芸術

柳亭市馬 独演会

鹿児島音楽文化協会

2020年6月23日

文化芸術

DRUM TAO 2020 新作舞台

祭響-Saikyo-(福岡)

DRUM TAO 2020 新作舞台

文化芸術

DRUM TAO 2020 新作舞台

祭響-Saikyo-(宮崎)

株式会社タオ・エンターテイメント

2020年6月23日

文化芸術

ソレイユ3D ～あなたはまだ本当のソレイユを知らない～

二宮みのり（個人）

2020年6月23日

文化芸術

DRUM TAO

株式会社サンデーフォークプロモーション

2020年6月24日

文化芸術

ニコル Fan Meeting 2020～Spring Again～（大阪）

株式会社ダイヤモンドブログ

2020年6月25日

文化芸術

塙美里サクソフォン・リサイタル～未来の巨匠を聴く～

塙美里

2020年6月25日

スポーツ

浦和レッズ2020シーズンチケット

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

2020年6月28日

文化芸術

はばたけ！ヤング・アーティスト 驚異の16才！“今”を聴く！

株式会社ジャパン・アーツ

2020年7月8日

文化芸術

小林沙羅 ソプラノ・リサイタル 日本の詩(うた)【3/12振替公演】

株式会社ジャパン・アーツ

2020年7月8日

文化芸術

横山幸雄 “入魂のショパン Vol.11” 【5/2・3振替公演】

株式会社ジャパン・アーツ

2020年7月8日

文化芸術

阪田知樹 ピアノ・リサイタル【3/1振替公演】

株式会社ジャパン・アーツ

2020年7月8日

THE BEST

ジェフユナイテッド市原・千葉

ホームゲーム

マタイ受難曲（第250回神戸松蔭チャペルコンサート）

LIVE 祭響-Saikyo- 愛知公演

会長

岡根みさき(個人)

祭響-Saikyo-

2020年6月14日

2020年6月23日

文化芸術

2020流れる雲よ名古屋公演

吉永仁(個人)

2020年7月10日

スポーツ

NTT ASTC トライアスロンアジアカップ（2020／大阪城／大阪城トライアスロン2020

大阪城トライアスロン大会組織委員会

2020年7月12日

文化芸術

ピアノサロンコンサート2020K.K.

一輪舎

2020年7月21日

スポーツ

2020明治安田生命J3リーグ

スポーツ

2020明治安田生命J１リーグ

スポーツ

いわてグルージャ盛岡

ホームゲーム

坂口弥生

株式会社いわてアスリートクラブ

2020年7月27日

株式会社サンフレッチェ広島

2020年7月28日

DANCE JAM vol6

ビルズダンスキッズクラブ

2020年7月30日

文化芸術

舞台「Les Miserables～惨めなる人々～」

グループ虎×株式会社縁劇人

2020年8月4日

スポーツ

2020 JリーグYBCルヴァンカップ

株式会社サンフレッチェ広島

2020年8月17日

文化芸術

神戸かわさき造船これくしょん7

プレイングキィ

2020年8月17日

文化芸術

VoiceWorksTokyo第4回公演「咲き響く」

VoiceWorksTokyo

2020年8月21日

スポーツ

明治安田生命Ｊ１リーグ※名古屋グランパス主催ホームゲーム（シーズンチケット） 株式会社名古屋グランパスエイト

2020年9月4日

文化芸術

日本劇作家協会プログラム「明治百五十年異聞『太平洋食堂』『彼の僧の娘』」

メメントC

2020年9月5日

スポーツ

JERA公式戦

阪神タイガース

2020年9月21日

文化芸術

You遊モデル

有限会社

遊企画２１

2020年9月28日

スポーツ

紫波あづまねトレイル2020

紫波あづまねトレイル実行委員会

2020年10月2日

文化芸術

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

文化芸術

鈴木雅明 オルガンリサイタル

文化芸術

バッハ・コレギウム・ジャパン 第139回定期演奏会

サンフレッチェ広島ホームゲーム

阪神-中日
ジョイントコンサート

第333回定期演奏会

森本麻由（個人）

一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2020年10月12日

有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年10月14日

有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年10月14日

文化芸術

第252回神戸松蔭チャペルコンサート バッハ・コレギウム・ジャパン ロ短調ミサ曲 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン

2020年10月14日

文化芸術

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト全シリーズ演奏会

文化芸術

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ロ短調ミサ曲

交響組曲「ドラゴンクエストXI」過ぎ去りし時を求めて

第334回定期演奏会

一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2020年10月15日

一般社団法人東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

2020年10月15日

