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1001149 内田光子 with マーラー・チェンバー・オーケストラ 音楽 2020年11月27日 2020年11月27日 横浜みなとみらいホール 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい２－３－６ 有限会社神奈川芸術協会 神奈川県 横浜市 西区高島２－１０－１３－９０７ 2020年12月25日

1001150
B.LEAGUE 2019-20シーズン　群馬クレインサンダー

ズ　ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月28日 2020年2月29日 太田市運動公園市民体育館 群馬県 太田市 飯塚町１０５９番地１

株式会社群馬プロバスケットボールコミッ

ション
群馬県 前橋市 下石倉町１２－４ 2020年12月25日

1001151
B.LEAGUE 2019-20シーズン　群馬クレインサンダー

ズ　ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月11日 2020年3月11日 高崎アリーナ 群馬県 高崎市 下和田町４丁目１－１８

株式会社群馬プロバスケットボールコミッ

ション
群馬県 前橋市 下石倉町１２－４ 2020年12月25日

1001152
B.LEAGUE 2019-20シーズン　群馬クレインサンダー

ズ　ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月28日 2020年4月5日 ヤマト市民体育館前橋 群馬県 前橋市 上佐鳥町４６０－７

株式会社群馬プロバスケットボールコミッ

ション
群馬県 前橋市 下石倉町１２－４ 2020年12月25日

1001153 森麻季　ソプラノ・リサイタル 音楽 2020年12月12日 2020年12月12日 ミューザ川崎シンフォニーホール 神奈川県 川崎市 幸区大宮町１３１０ 有限会社神奈川芸術協会 神奈川県 横浜市 西区高島２－１０－１３－９０７ 2020年12月25日

1001154 石丸由佳　オルガン・リサイタル 音楽 2020年12月12日 2020年12月12日 横浜みなとみらいホール 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい２－３－６ 有限会社神奈川芸術協会 神奈川県 横浜市 西区高島２－１０－１３－９０７ 2020年12月25日

1001155
宇都宮市文化会館開館40周年記念　宝塚歌劇星組全国

ツアー宇都宮公演
演劇 2020年6月24日 2020年6月24日 宇都宮市文化会館大ホール 栃木県 宇都宮市 明保野町７－６６ 公益財団法人うつのみや文化創造財団 栃木県 宇都宮市 明保野町７－６６ 2020年12月25日

1001156 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(福島) 音楽 2020年9月5日 2020年9月5日 けんしん郡山文化センター・中ホール 福島県 郡山市 堤下町１－２ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001157 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(埼玉) 音楽 2020年9月13日 2020年9月13日 市民会館おおみや・大ホール 埼玉県 さいたま市 大宮区下町３丁目４７－８ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001158 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(宮城) 音楽 2020年9月20日 2020年9月20日 トークネットホール仙台・大ホール 宮城県 仙台市 青葉区桜ケ岡公園４－１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001159 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(愛知) 音楽 2020年9月26日 2020年9月26日 名古屋市公会堂・大ホール 愛知県 名古屋市 昭和区鶴舞１丁目１－３ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001160 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(大阪) 音楽 2020年9月27日 2020年9月27日
クールジャパンパーク大阪・ＷＷホー

ル
大阪府 大阪市 中央区大阪城３－６ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001161 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(東京) 音楽 2020年10月2日 2020年10月2日 LINE CUBE SHIBUYA 東京都 渋谷区 宇田川町１－１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001162 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(福岡) 音楽 2020年10月11日 2020年10月11日 福岡市民会館・大ホール 福岡県 福岡市 中央区天神５丁目１－２３ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001163 Plastic Tree Autumn Tour2020「十色定理」(京都) 音楽 2020年10月17日 2020年10月17日 KBSホール 京都府 京都市 上京区上長者町ＫＢＳ京都放送会館３Ｆ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年12月25日

1001164 ２０２０明治安田生命Ｊ１リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月18日 ニッパツ三ツ沢球技場 神奈川県 横浜市 神奈川区三ツ沢西町３－１

株式会社横浜フリエスポーツクラブ（横浜

FC）
神奈川県 横浜市 戸塚区品濃町５４９－２　三宅ビル５階 2020年12月25日

1001165 中尾真澄フラメンコスタジオ～SOL～発表公演Vol.13 舞踊 2020年4月25日 2020年4月25日 メルパルクホール 東京都 港区 芝公園２－５－２０ 中尾真澄フラメンコスタジオ 東京都 練馬区 豊玉北６－１３－３－Ｂ１ 2020年12月25日

1001166 イシノマキにいた時間　広島呉公演 演劇 2020年3月1日 2020年3月1日 新日本造機ホール（くれ絆ホール） 広島県 呉市 中央４丁目１－６ コミサポひろしま 広島県 呉市 吉浦新町１－２－３１ 2020年12月25日

1001167 小野リサコンサート2020　Love Joy and Bossa Nova 音楽 2020年7月4日 2020年7月4日 宇都宮市文化会館　小ホール 栃木県 宇都宮市 明保野町７番６６号 公益財団法人うつのみや文化創造財団 栃木県 宇都宮市 明保野町７－６６ 2020年12月25日

1001168
アクロス福岡開館２５周年記念YAMATO　meets

Classics 宮川泰×羽田健太郎　二人の宇宙戦艦ヤマト
音楽 2020年4月29日 2020年4月29日 アクロス福岡シンフォニーホール 福岡県 福岡市 中央区天神１丁目１番１号 公益財団法人アクロス福岡 福岡県 福岡市 中央区天神１丁目１番１号 2020年12月25日

1001169
コンポージアム２０２０　リーラ・ジョセフォウィッ

ツ＆トーマス・アデス　デュオ・リサイタル
音楽 2021年1月18日 2021年1月18日 東京オペラシティリサイタルホール 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12月25日


