
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除に係る文部科学大臣指定行事一覧 2021年4月9日

指定 行事の名称 行事類型
  行事が行われた又は行われることとされていた期間                     行事が行われた又は行われることとされていた場所

行事主催者の氏名又は名称
 行事主催者の住所等又は主たる事務所等の所在地

指定日

番号 開始日 終了日 名称   住所   住所

1000001 第２２回別府アルゲリッチ音楽祭 音楽 2020年5月9日 2020年5月28日 別府ビーコンプラザ 大分県 別府市 山の手町１２－１ 公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団 大分県 別府市 大字別府字野口原３０３０－１ 2020年5月15日

1000002 FUNFUNスタジオ発表会 未来につなげよう 文化芸術教室 2020年4月19日 2020年4月19日 八千代市市民会館大ホール 千葉県 八千代市 萱田町７２８ 特定非営利活動法人FUNFUNスタジオ 千葉県 佐倉市 井野１４００－８８ 2020年5月15日

1000003 札幌交響楽団第６２７回定期演奏会 音楽 2020年3月13日 2020年3月14日 札幌コンサートホールKitara 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 札幌コンサートホール内 2020年5月15日

1000004 札幌交響楽団第６２８回定期演奏会 音楽 2020年4月24日 2020年4月25日 札幌コンサートホールKitara 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 札幌コンサートホール内 2020年5月15日

1000005 札幌交響楽団第６２９回定期演奏会 音楽 2020年5月15日 2020年5月16日 札幌コンサートホールKitara 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 札幌コンサートホール内 2020年5月15日

1000006 札幌交響楽団 hitaruシリーズ新・定期演奏会第１回 音楽 2020年5月28日 2020年5月28日 札幌文化芸術劇場 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 札幌コンサートホール内 2020年5月15日

1000007 札響シンフォニックブラス２０２０ 音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 札幌コンサートホールKitara 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 公益財団法人札幌交響楽団 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 札幌コンサートホール内 2020年5月15日

1000008 衣川亮輔コンサート2020～夕陽は微笑んでた～ 音楽 2020年5月31日 2020年5月31日 花の北市民広場大ホール 兵庫県 姫路市 増位新町２－１２ 衣川亮輔後援会姫路ひよこの会 兵庫県 尼崎市 稲葉元町１－１－１－９０４ 2020年5月15日

1000009
G－フォレスタ presents 洋館ミステリ劇場「隠された

推理」
演劇 2020年3月14日 2020年3月15日 旧グッゲンハイム邸 兵庫県 神戸市 垂水区塩屋町３－５－１７ G－フォレスタ 兵庫県 尼崎市 三反田町１－７－７ 2020年5月15日

1000010
東京アカデミー合唱団第65回定期演奏会 ベートー

ヴェン ミサ・ソレムニス
音楽 2020年3月26日 2020年3月26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 東京アカデミー合唱団 千葉県 八千代市 大和田新田４４６番１２３ 2020年5月15日

1000011 古澤巌～品川カルテットコンサート2020in宇部 音楽 2020年6月4日 2020年6月4日 宇部市渡辺翁記念会館 山口県 宇部市 朝日町８－１ 宇部好楽協会 山口県 宇部市 相生町８－１ 2020年5月15日

1000012 怪獣の教えTHE FINAL 演劇 2020年4月24日 2020年5月3日 横浜赤レンガ倉庫3Fホール 神奈川県 横浜市 中区新港１丁目１－１ 株式会社imagination 東京都 狛江市 猪方３－２２－１７セントヒルダス１０６ 2020年5月15日

1000013
第135回アンサンブル of トウキョウ定期演奏会『室内

楽、色鮮やかに溶け合うハーモニー」
音楽 2020年6月25日 2020年6月25日 東京文化会館小ホール 東京都 台東区 上野公園５－４５ アンサンブル of トウキョウ 神奈川県 横浜市 都筑区早渕３－１３－２５ 2020年5月15日

1000014 京都芸術花火2020
その他文化芸術イ

ベント
2020年6月10日 2020年6月10日 JRA京都競馬場 京都府 京都市 伏見区葭島渡場島町３２ 京都芸術花火大会実行委員会 京都府 京都市 左京区新東洞院町２５２ 元新洞小学校３階 2020年5月15日

1000015 刀剣乱舞-本丸博-2020
その他の文化芸術

展示イベント
2020年4月18日 2020年5月17日 新潟県民会館 ギャラリー 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３－１３ 株式会社テレビ新潟放送網 新潟県 新潟市 中央区新光町１－１１ 2020年5月15日

1000016 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月29日 川崎市とどろきアリーナ 神奈川県 川崎市 中原区等々力１－３ 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 神奈川県 川崎市 幸区堀川町５８０番地 ソリッドスクエア東館４Ｆ 2020年5月15日

1000017 青年劇場第123回公演「水曜日、ゆらゆるりん」 演劇 2020年5月22日 2020年5月31日 紀伊國屋ホール 東京都 新宿区 新宿３－１７－７ 紀伊國屋書店新宿本店５階 秋田雨雀・土方与志記念青年劇場 東京都 新宿区 新宿２－９－２０ 問川ビル４階 2020年5月15日

1000018 ミュンヘン交響楽団 音楽 2020年3月20日 2020年3月20日 岡山シンフォニーホール 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０ 2020年5月15日

1000019 SUPER RUGBY 2020 JAPAN ROUND
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年5月16日 秩父宮ラグビー場 東京都 港区 北青山２－８－３５ 一般社団法人ジャパンエスアール 東京都 港区 北青山２－７－２１ 青山アイアイビル４階 2020年5月15日

1000020 市民文化芸術鑑賞事業 湯山昭の音楽 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 高山市民文化会館 岐阜県 高山市 昭和町１丁目１８８番地１ 一般社団法人高山市文化協会 岐阜県 高山市 昭和町１丁目１８８番地１ 2020年5月15日

1000021 市民文化芸術鑑賞事業 SADAO with Friends 2020 音楽 2020年4月10日 2020年4月10日 高山市民文化会館 岐阜県 高山市 昭和町１丁目１８８番地１ 一般社団法人高山市文化協会 岐阜県 高山市 昭和町１丁目１８８番地１ 2020年5月15日

1000022 はるも トーク＆ライブ 5月公演 音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 ハイパー11.7 大阪府 堺市 西区浜寺石津町西３丁５－２０ はるも 大阪府 豊中市 待兼山町１大阪大学豊中キャンパス豊中コモン２－１７ 2020年5月15日

1000023 はるも トーク＆ライブ 6月公演 音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 ハイパー11.7 大阪府 堺市  西区浜寺石津町西３丁５－２０ はるも 大阪府  豊中市 待兼山町１大阪大学豊中キャンパス豊中コモン２－１７ 2020年5月15日

1000024 Gravis Dance performance vol.7 「RISE」 舞踊 2020年3月22日 2020年3月22日 新宿区立新宿文化センター 東京都 新宿区 新宿６－１４－１ 株式会社Gravis 東京都 町田市 能ヶ谷２ー１－２７－１０２ 2020年5月15日

1000025
五周年記念特別大会名港水上芸術花火

2019[Rescheduled]
音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 名古屋港ガーデンふ頭 愛知県 名古屋市 港区港町 名港・水上芸術花火開催委員会 愛知県 名古屋市 東区東桜２－１２－８ ＴＩビル サンデーフォークプロモーション内 2020年5月15日

1000026 東京能楽囃子科協議会定式能 能楽 2020年3月11日 2020年3月11日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ケ谷４－１８－１ 一般社団法人東京能楽囃子科協議会 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－９－５－３０１ 2020年5月15日

1000027
５月特別企画公演 言葉～ひびく～身体Ⅱ「今を生き

る―現前する舞と生―」
その他の伝統芸能 2020年5月23日 2020年5月24日 国立劇場 大劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000028 ３月歌舞伎公演「通し狂言 義経千本桜」 歌舞伎 2020年3月3日 2020年3月26日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000029
４月舞踊・邦楽公演「明日を担う新進の舞踊・邦楽鑑

賞会」
その他の伝統芸能 2020年4月18日 2020年4月18日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000030 ５月文楽公演「通し狂言 義経千本桜」 文楽 2020年5月9日 2020年5月25日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000031 ６月邦楽公演「日本音楽の流れⅣ ― 笛・尺八 ―」 その他の伝統芸能 2020年6月6日 2020年6月6日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000032 ６月雅楽公演「管絃 王朝の遊び」 雅楽 2020年6月20日 2020年6月20日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000033 ３月上席 落語 2020年3月1日 2020年3月10日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000034 ３月中席「落語芸術協会真打昇進披露」 講談 2020年3月11日 2020年3月20日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000035 ３月花形演芸会（第490回） 落語 2020年3月7日 2020年3月7日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000036 ３月国立名人会（第438回） 落語 2020年3月21日 2020年3月21日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000037 ４月上席 落語 2020年4月1日 2020年4月10日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000038 ４月中席 落語 2020年4月11日 2020年4月20日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000039 ４月花形演芸会（第491回） 落語 2020年4月25日 2020年4月25日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000040 ４月国立名人会（第439回） 落語 2020年4月26日 2020年4月26日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000041 ５月中席「落語協会真打昇進襲名披露」 落語 2020年5月11日 2020年5月20日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000042 ５月国立名人会（第440回） 落語 2020年5月23日 2020年5月23日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000043 ５月花形演芸会（第492回） 落語 2020年5月24日 2020年5月24日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000044 ５月特別企画公演｢立川流落語会」 落語 2020年5月29日 2020年5月31日 国立演芸場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000045 ２月特別公演「忠度」「孫聟」「室君」 能楽 2020年2月29日 2020年2月29日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000046 ３月定例公演「牛馬」「朝長」 能楽 2020年3月4日 2020年3月4日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000047 ３月普及公演「縄綯」「箙」 能楽 2020年3月14日 2020年3月14日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000048 ３月定例公演「鬼瓦」「当麻」 能楽 2020年3月19日 2020年3月19日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000049 ３月青翔会 能楽 2020年3月10日 2020年3月10日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000050 ３月特別企画公演「袴裂」「岩船」 能楽 2020年3月27日 2020年3月28日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000051 ４月定例公演「土筆」「熊野」 能楽 2020年4月8日 2020年4月8日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000052 ４月普及公演「水掛聟」「夕顔」 能楽 2020年4月11日 2020年4月11日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000053 ４月定例公演「栗焼」「小督」 能楽 2020年4月17日 2020年4月17日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000054 ４月企画公演「木六駄」「泰山木」 能楽 2020年4月24日 2020年4月24日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000055 ４月企画公演「忠度」「野宮」「山姥」「葛城」 能楽 2020年4月29日 2020年4月29日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000056 ５月普及公演「茸」「藤」 能楽 2020年5月9日 2020年5月9日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000057 ５月定例公演「蝸牛」「西行桜」 能楽 2020年5月15日 2020年5月15日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000058 ５月狂言企画公演「梟」「蝉」「鮎」 能楽 2020年5月22日 2020年5月22日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000059 ５月定例公演「横座」「六浦」 能楽 2020年5月27日 2020年5月27日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000060 ５月特別公演「半蔀」「蚊相撲」「鷺」 能楽 2020年5月30日 2020年5月30日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000061 ２月大衆芸能公演「浪曲名人会」 浪曲 2020年2月29日 2020年2月29日 国立文楽劇場 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000062 ４月文楽公演「通し狂言 義経千本桜」 文楽 2020年4月4日 2020年4月26日 国立文楽劇場 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000063
５月舞踊・邦楽公演「新進と花形による舞踊・邦楽鑑

賞会」
その他の伝統芸能 2020年5月16日 2020年5月16日 国立文楽劇場 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000064 ３月上方演芸公演「上方演芸特選会」 その他の芸能 2020年3月11日 2020年3月14日 国立文楽劇場 小ホール 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000065 ５月上方演芸公演「上方演芸特選会」 その他の芸能 2020年5月13日 2020年5月16日 国立文楽劇場 小ホール 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日



1000066 ５月大衆芸能公演「浪曲錬声会」 浪曲 2020年5月30日 2020年5月30日 国立文楽劇場 小ホール 大阪府 大阪市 中央区日本橋１－１２－１０ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年5月15日

1000067 交野マラソン２０２０
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月19日 2020年4月19日

交野市立総合体育施設（メイン会場）

及び交野市域（市域公道）
大阪府 交野市 向井田２丁目５番１号 交野マラソン実行委員会 大阪府 交野市 私部２丁目２９番３号（交野市立青年の家武道館） 2020年5月15日

1000068
２０２０明治安田生命Ｊ３リーグ カターレ富山ホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月11日 2020年6月7日 富山県総合運動公園陸上競技場 富山県 富山市 南中田３６８番地 株式会社カターレ富山 富山県 富山市 南中田３６８番地 2020年5月15日

1000069 I・Doll VOL.58
その他の文化芸術

展示イベント
2020年3月29日 2020年3月29日 東京ビッグサイト 東京都 江東区 有明３丁目１１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月15日

1000070 Nagoya I・Doll VOL.29
その他の文化芸術

展示イベント
2020年4月26日 2020年4月26日 吹上ホール 愛知県 名古屋市 千種区吹上２丁目６－３ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月15日

1000071 I・Doll VOL.58
その他の文化芸術

展示イベント
2020年5月6日 2020年5月6日 東京ビッグサイト 青海展示棟 東京都 江東区 有明３丁目１１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月15日

1000072 I・Doll West VOL.30
その他の文化芸術

展示イベント
2020年5月24日 2020年5月24日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５－１０２ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月15日

1000073
ボローニャフィルの首席たちによる“超贅沢な” 弦楽五

重奏－アンサンブル－
音楽 2020年3月20日 2020年3月21日 イタリア文化会館 東京都 千代田区 九段南２－１－３０ 公益財団法人さわかみオペラ芸術振興財団 東京都 千代田区 一番町２９－２ 2020年5月15日

1000074
OVERDRIVE NIGHT TOUR2020「We are MUSICUS!

The COVERS」
音楽 2020年5月10日 2020年5月10日 京都FANJ 京都府 京都市 左京区上高野車地町１０１ 備前屋ビル Ｂ１Ｆ OVERDRIVE 東京都 台東区 雷門２－３－１１ ビックベンビル８Ｆ 2020年5月15日

1000075 石見神楽国立劇場公演 その他の伝統芸能 2020年8月25日 2020年8月25日 国立劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 石見神楽国立劇場公演実行委員会 島根県 浜田市 殿町１番地 浜田市役所観光交流課内 2020年5月22日

1000076 NBAバレエ団「白鳥の湖」 舞踊 2020年5月30日 2020年5月30日
所沢市民文化センター ミューズ マー

キーホール
埼玉県 所沢市 並木一丁目９番地の１ 一般財団法人NBAバレエ団 埼玉県 所沢市 岩岡町２８１－１１ 2020年5月22日

1000077 東京・春・音楽祭2020 音楽 2020年3月13日 2020年4月18日

東京文化会館、東京藝術大学奏楽堂

（大学構内）、旧東京音楽学校奏楽

堂、上野学園 石橋メモリアルホール、

国立科学博物館、東京国立博物館、東

京都美術館、国立西洋美術館、上野の

杜美術館、東京キネマ倶楽部、三井住

友銀行東館 ライジング・スクエ1階

アース・ガーデン、他

東京都 台東区 上野公園５－４５ 東京・春・音楽祭実行委員会 東京都 千代田区 富士見２－１０－２ 2020年5月22日

1000078
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ第129回定

期演奏会
音楽 2020年3月14日 2020年3月14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 公益社団法人大阪市音楽団 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年5月22日

1000079
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ第130回定

期演奏会
音楽 2020年4月23日 2020年4月23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 公益社団法人大阪市音楽団 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年5月22日

1000080
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ第131回定

期演奏会
音楽 2020年6月7日 2020年6月7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 公益社団法人大阪市音楽団 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年5月22日

1000081
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラいずみ

ホール特別演奏会
音楽 2020年3月22日 2020年3月22日 住友生命いずみホール 大阪府 大阪市 中央区城見１丁目４番７０号 住友生命ＯＢＰプラザビル 公益社団法人大阪市音楽団 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年5月22日

1000082
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ名古屋特

別演奏会
音楽 2020年3月26日 2020年3月26日 日本特殊陶業市民会館 愛知県 名古屋市 中区金山一丁目５番１号 公益社団法人大阪市音楽団 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年5月22日

1000083
カクシンハン第14回本公演「ナツノヨノ夢」A “Mad”

summer Night’s Dream
演劇 2020年5月14日 2020年5月17日

紀伊國屋サザンシアター

TAKASHIMAYA
東京都 渋谷区 千駄ケ谷５丁目２４－２ タカシマヤタイムズスクエア南館７Ｆ 株式会社トゥービー 神奈川県 川崎市 中原区木月１丁目３２－３内田マンション ２Ｆ 2020年5月22日

1000084 仙台中央音楽センターIVy HALL OPENING CONCERT 音楽 2020年4月3日 2020年4月3日 仙台中央音楽センター IVy HALL 宮城県 仙台市 青葉区中央４丁目４番１０号
勅使河原ビル株式会社（仙台中央音楽セン

ター）
宮城県 仙台市 青葉区中央４丁目４番１０号 2020年5月22日

1000085 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月28日 2020年5月3日 ブレックスアリーナ宇都宮 栃木県 宇都宮市 元今泉５丁目６番１８号 株式会社栃木ブレックス 栃木県 宇都宮市 駒生２丁目１０番２８号 2020年5月22日

1000086 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年3月8日 水俣市 総合体育館 熊本県 水俣市 中央公園１－１番地１ 熊本バスケットボール株式会社 熊本県 熊本市 東区若葉１丁目１３－５ 2020年5月22日

1000087 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月22日 2020年4月5日 熊本県立総合体育館 熊本県 熊本市 西区上熊本１丁目９－２８ 熊本バスケットボール株式会社 熊本県 熊本市 東区若葉１丁目１３－５ 2020年5月22日

1000088 秋田県立美術館特別展「奇才・ダリ版画展」 美術館の展示 2020年4月11日 2020年5月31日 秋田県立美術館 秋田県 秋田市 中通一丁目４の２ ダリ秋田展実行委員会 秋田県 秋田市 山王三丁目１の１ 秋田県教育庁生涯学習課 2020年5月22日

1000089 アメリカ・カナダ選抜 対 スマイルジャパン国際マッチ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年3月7日 KOSE新横浜スケートセンター 神奈川県 横浜市 港北区新横浜２－１１ 公益財団法人日本アイスホッケー連盟 東京都 新宿区 霞ヶ丘町４番２号ジャパンスポーツオリンピックスクエア５０６ 2020年5月22日

1000090 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」神奈川県 音楽 2020年3月27日 2020年3月28日 KT Zepp Yokohama 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい４－３－８ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000091 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」宮城県 音楽 2020年4月1日 2020年4月1日 仙台GIGS 宮城県 仙台市 若林区荒井東１－４－１ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000092 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」北海道 音楽 2020年4月4日 2020年4月4日 カナモトホール(札幌市民ホール) 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000093 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」大阪府 音楽 2020年4月9日 2020年4月10日 なんばHatch 大阪府 大阪市 浪速区湊町１－３－１ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000094 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」愛知県 音楽 2020年4月16日 2020年4月16日 Zepp Nagoya 愛知県 名古屋市 中村区平池町４－６０－７ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000095 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」静岡県 音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 静岡市民文化会館 中ホール 静岡県 静岡市 葵区駿府町２－９０ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000096 DIR EN GREY「TOUR20 疎外」東京都 音楽 2020年4月22日 2020年4月23日 新木場STUDIO COAST 東京都 江東区 新木場２－２－１０ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ  2020年5月22日

1000097 若竹能2月公演 能楽 2020年2月29日 2020年2月29日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０ 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０ 2020年5月22日

1000098 COMITIA132extra 同人誌即売会 2020年5月17日 2020年5月17日 東京ビッグサイト 東京都 江東区 有明３－１１－１ 有限会社コミティア 東京都 豊島区 東池袋３－９－６－３Ｆ 2020年5月22日

1000099 J.GARDEN48 同人誌即売会 2020年4月5日 2020年4月5日 東京ビッグサイト 西2ホール 東京都 江東区 有明３－１１－１ J.GARDEN事務局 東京都 豊島区 東池袋３－９－６－３Ｆ 2020年5月22日

1000100 第335回定期演奏会 音楽 2020年3月6日 2020年3月7日
日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000101 特別演奏会 オーケストラと遊んじゃおう! Vol.17 音楽 2020年4月5日 2020年4月5日
日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000102
特別演奏会 ライナー・キュッヒル ベートーヴェ

ン：ヴァイオリン協奏曲に挑む
音楽 2020年4月29日 2020年4月29日

日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000103 第336回定期演奏会 音楽 2020年5月15日 2020年5月16日
日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000104 特別演奏会「日本のオーケストラ音楽」展 音楽 2020年5月23日 2020年5月23日
日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000105 第337回定期演奏会 音楽 2020年6月5日 2020年6月6日
日立システムズホール仙台コンサート

ホール
宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘３－２７－５

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽

団
宮城県 仙台市 青葉区錦町一丁目３番９号 2020年5月22日

1000106 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月28日 2020年4月11日 松山市総合コミュニティセンター 愛媛県 松山市 湊町七丁目５番地

株式会社エヒメスポーツエンターテイメン

ト
愛媛県 松山市 三番町六丁目８－３－５階 2020年5月22日

1000107 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月11日 2020年4月19日 伊予市民体育館 愛媛県 伊予市 森甲９１番地１

株式会社エヒメスポーツエンターテイメン

ト
愛媛県 松山市 三番町六丁目８－３－５階 2020年5月22日

1000108
加藤健一事務所vol.107ニール・サイモン追悼公演「サ

ンシャイン・ボーイズ」
演劇 2020年5月6日 2020年5月17日 下北沢 本多劇場 東京都 世田谷区 北沢２－１０－１５ 加藤健一事務所 東京都 練馬区 栄町３９－１８ 2020年5月22日

1000109
FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選兼

AFCアジアカップ中国2023予選

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月26日 2020年3月26日 豊田スタジアム 愛知県 豊田市 千石町７丁目２番地 公益財団法人 日本サッカー協会 東京都 文京区 サッカー通り（本郷３丁目１０番１５号）ＪＦＡハウス 2020年5月22日

1000110 国際親善試合
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月27日 2020年3月27日 サンガスタジアム by KYOCERA 京都府 亀岡市 追分町 公益財団法人 日本サッカー協会 東京都 文京区 サッカー通り（本郷３丁目１０番１５号）ＪＦＡハウス 2020年5月22日

1000111 国際親善試合
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月30日 2020年3月30日 博多の森球技場 福岡県 福岡市 博多区東平尾公園２－１－１ 公益財団法人 日本サッカー協会 東京都 文京区 サッカー通り（本郷３丁目１０番１５号）ＪＦＡハウス 2020年5月22日

1000112 MS&ADカップ2020
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月11日 2020年4月11日 ユアテックスタジアム仙台 宮城県 仙台市 泉区七北田字柳７８ 公益財団法人 日本サッカー協会 東京都 文京区 サッカー通り（本郷３丁目１０番１５号）ＪＦＡハウス 2020年5月22日

1000113

アーリドラーテ歌劇団第８回公演 ヴェルディ作曲オ

ペラ「オテッロ」（全四幕・字幕付き・イタリア語上

演）

音楽 2020年7月4日 2020年7月5日 新国立劇場中劇場 東京都 渋谷区 本町１－１－１
一般社団法人オペラ芸術文化振興協会

（アーリドラーテ歌劇団）
東京都 港区 白金１丁目２５番１１プレイス白金４０９ 2020年5月22日

1000114
横浜午後のアコースティックコンサート 古澤巌

ヴァイオリンの夜
音楽 2020年2月27日 2020年2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5月22日

1000115 ブランデンブルク協奏曲全曲 工藤重典 with フレンズ 音楽 2020年3月14日 2020年3月14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5月22日

1000116 USA School&College Nationals 2020
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月23日 2020年6月17日 千葉ポートアリーナ 千葉県 千葉市 中央区問屋町１－２０ 一般社団法人Cheer＆Dance Education 東京都 千代田区 一ツ橋２－６－８ トミービル３  ３階  2020年5月22日

1000117 USA All Star Nationals 2020
参加型スポーツイ

ベント
2020年7月23日 2020年7月25日

駒沢オリンピック公園総合運動場 体

育館
東京都 世田谷区 駒沢公園１－１ 一般社団法人Cheer＆Dance Education 東京都 千代田区 一ツ橋２－６－８ トミービル３ ３階 2020年5月22日

1000118 USA The PEAK 2020 選抜クラブチーム大会
参加型スポーツイ

ベント
2020年8月22日 2020年8月23日 千葉ポートアリーナ 千葉県 千葉市 中央区問屋町１－２０ 一般社団法人Cheer＆Dance Education 東京都 千代田区 一ツ橋２－６－８ トミービル３ ３階 2020年5月22日

1000119 華麗なるコンチェルト・シリーズ 第13回 横山幸雄 音楽 2020年3月28日 2020年3月28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5月22日

1000120
YAMATO String Quartet ベートーヴェン生誕250周

年記念 中・後期弦楽四重奏曲 全曲演奏会  第１回
音楽 2020年4月19日 2020年4月19日 神奈川県立音楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ヶ丘９－２ 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5月22日

1000121

みなとみらいアフタヌーンコンサート２０２０前期

「ラーンキの“幻想”」デジュー・ラーンキ ピアノ・リ

サイタル

音楽 2020年4月21日 2020年4月21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5月22日

1000122 影絵劇「長靴をはいたねこ」 演劇 2020年3月21日 2020年3月21日 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 一般社団法人愛荘町文化協会 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 2020年5月22日

1000123 第2回ハーティー講談会 講談 2020年5月31日 2020年5月31日 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 一般社団法人愛荘町文化協会 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 2020年5月22日

1000124 coba solo tour 2020 The Accordion 音楽 2020年6月14日 2020年6月14日 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 一般社団法人愛荘町文化協会 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 2020年5月22日

1000125 フランスの至宝ジェラール・プーレと仲間たち 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 愛荘町立ハーティーセンター秦荘 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 一般社団法人愛荘町文化協会 滋賀県 愛知郡愛荘町 安孫子８２２番地 2020年5月22日

1000126 能を知る会鎌倉公演「船弁慶」「千手」 能楽 2020年5月3日 2020年5月3日 鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 長谷３－５－１３ 公益財団法人鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 長谷３－５－１３ 2020年5月22日

1000127 ふじのくに⇄せかい演劇祭2020 演劇 2020年4月25日 2020年5月6日 静岡芸術劇場、静岡県舞台芸術公園 静岡県 静岡市 駿河区東静岡２－３－１ 公益財団法人 静岡県舞台芸術センター 静岡県 静岡市 駿河区平沢１００－１ 2020年5月22日

1000128
SPAC 秋→春のシーズン 2019?2020『メナム河の日本

人』
演劇 2020年2月15日 2020年3月11日 静岡芸術劇場 静岡県 静岡市 駿河区東静岡２－３－１ 公益財団法人 静岡県舞台芸術センター 静岡県 静岡市 駿河区平沢１００－１ 2020年5月22日

1000129
ふじのくに野外芸術フェスタ2020静岡『アンティゴ

ネ』
演劇 2020年5月2日 2020年5月5日

駿府城公園 紅葉山庭園前広場 特設会

場
静岡県 静岡市 葵区駿府城公園１－１ ふじのくに野外芸術フェスタ実行委員会 静岡県 静岡市 駿河区東静岡２－３－１ 2020年5月22日



1000130 キャッツ 東京 演劇 2020年2月27日 2020年6月28日 キャッツ・シアター 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000131 アラジン 東京 演劇 2020年2月27日 2020年7月5日 電通四季劇場［海］ 東京都 港区 東新橋１－８－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000132 ライオンキング 東京 演劇 2020年2月27日 2020年7月11日 四季劇場 [夏] 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000133 劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～ 東京 演劇 2020年7月14日 2020年8月27日 JR東日本四季劇場［秋］ 東京都 港区 海岸１－１０－４５ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000134 マンマ・ミーア！ 横浜 演劇 2020年3月28日 2020年6月27日 KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉 神奈川県 横浜市 中区山下町２８１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000135 リトルマーメイド 札幌 演劇 2020年2月27日 2020年3月15日 北海道四季劇場 北海道 札幌市 中央区大通東１−１０   四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000136 ライオンキング 名古屋 演劇 2020年4月1日 2020年6月27日 名古屋四季劇場 愛知県 名古屋市 中村区名駅南２－１１－１１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000137 リトルマーメイド 大阪 演劇 2020年2月27日 2020年7月11日 大阪四季劇場 大阪府 大阪市 北区梅田２－２－２２ ハービスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ ７階 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000138 パリのアメリカ人 京都 演劇 2020年2月27日 2020年5月17日 京都劇場 京都府 京都市 下京区烏丸通塩小路下ル 京都駅ビル内 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000139 ノートルダムの鐘 福岡 演劇 2020年2月27日 2020年6月14日 キャナルシティ劇場 福岡県 福岡市 博多区住吉１－２－１ キャナルシティ博多内 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000140 パリのアメリカ人 福岡 演劇 2020年7月12日 2020年8月30日 キャナルシティ劇場 福岡県 福岡市 博多区住吉１－２－１ キャナルシティ博多内 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000141 コーラスライン 所沢 演劇 2020年4月25日 2020年4月25日
所沢市民文化センター ミューズ

マーキーホール
埼玉県 所沢市 並木１－９－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000142 コーラスライン 府中 演劇 2020年4月27日 2020年4月27日 府中の森芸術劇場 どりーむホール 東京都 府中市 浅間町１－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000143 コーラスライン 八王子 演劇 2020年4月29日 2020年4月29日 オリンパスホール八王子 東京都 八王子市 子安町４－７－１サザンスカイタワー八王子４階 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000144 コーラスライン 札幌 演劇 2020年5月3日 2020年5月7日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000145 コーラスライン 前橋 演劇 2020年5月15日 2020年5月17日
昌賢学園まえばしホール（前橋市民文

化会館） 大ホール
群馬県 前橋市 南町３－６２－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000146 コーラスライン 広島 演劇 2020年5月19日 2020年5月22日
上野学園ホール（広島県立文化芸術

ホール）
広島県 広島市 中区白島北町１９－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000147 コーラスライン 三次 演劇 2020年5月23日 2020年5月23日 三次市民ホール きりり 広島県 三次市 三次町１１１－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000148 コーラスライン 名古屋 演劇 2020年5月25日 2020年5月28日 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知県 名古屋市 東区桜一丁目１３番２号 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000149 コーラスライン 大阪 演劇 2020年6月3日 2020年6月7日 オリックス劇場 大阪府 大阪市 西区新町１－１４－１５ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000150 コーラスライン 北九州 演劇 2020年6月10日 2020年6月10日 北九州ソレイユホール 福岡県 北九州市 小倉北区大手町１２－３ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000151 コーラスライン 長崎 演劇 2020年6月11日 2020年6月11日 長崎ブリックホール 長崎県 長崎市 茂里町２－３８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000152 コーラスライン 川崎 演劇 2020年6月17日 2020年6月17日
カルッツかわさき（川崎市スポーツ・

文化総合センター）ホール
神奈川県 川崎市 川崎区富士見１－１－４ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000153 コーラスライン 相模原 演劇 2020年6月19日 2020年6月20日
相模女子大学グリーンホール(相模原

市文化会館) 大ホール
神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000154 コーラスライン 横須賀 演劇 2020年6月21日 2020年6月21日 よこすか芸術劇場 神奈川県 横須賀市 本町３－２７ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000155 コーラスライン 三軒茶屋 演劇 2020年6月22日 2020年6月22日 昭和女子大学 人見記念講堂 東京都 世田谷区 太子堂１－７－５７ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000156 コーラスライン 静岡 演劇 2020年6月26日 2020年6月28日 静岡市民文化会館 中ホール 静岡県 静岡市 葵区駿府町２－９０ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000157 コーラスライン 菊川 演劇 2020年6月30日 2020年6月30日 菊川文化会館アエル 大ホール 静岡県 菊川市 本所２４８８－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000158 コーラスライン 浜松 演劇 2020年7月2日 2020年7月3日 アクトシティ浜松 大ホール 静岡県 浜松市 中区板屋町１１１－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000159 ジョン万次郎の夢 相模原 演劇 2020年4月18日 2020年4月18日
相模女子大学グリーンホール(相模原

市文化会館) 大ホール
神奈川県 横須賀市 南区相模大野４－４－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000160 ジョン万次郎の夢 仙台 演劇 2020年5月3日 2020年5月4日
仙台銀行ホールイズミティ21（仙台市

泉文化創造センター）大ホール
宮城県 仙台市 泉区泉中央２－１８－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000161 ジョン万次郎の夢 調布 演劇 2020年6月6日 2020年6月6日 調布市グリーンホール 大ホール 東京都 調布市 小島町２－４７－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000162 ジョン万次郎の夢 福山 演劇 2020年7月20日 2020年7月20日
ふくやま芸術文化ホール リーデン

ローズ 大ホール
広島県 福山市 松浜町２－１－１０ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000163 ジョン万次郎の夢 廿日市 演劇 2020年7月22日 2020年7月22日
はつかいち文化ホール ウッドワンさ

くらぴあ 大ホール
広島県 廿日市市 下平良１－１１－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000164 ジョン万次郎の夢 広島 演劇 2020年7月23日 2020年7月24日
上野学園ホール（広島県立文化芸術

ホール）
広島県 広島市 中区白島北町１９－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000165 人間になりたがった猫 座間 演劇 2020年5月5日 2020年5月5日 ハーモニーホール座間 大ホール 神奈川県 座間市 緑ケ丘１－１－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000166 人間になりたがった猫 館林 演劇 2020年7月4日 2020年7月4日
館林市文化会館 カルピスホール 大

ホール
群馬県 館林市 城町３－１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年5月22日

1000167
ロマンティックラブコメディ「グッバイ・チャー

リー」
演劇 2020年3月13日 2020年3月18日 銀座博品館劇場 東京都 中央区 銀座８－８－１１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年5月22日

1000168 福岡コミックライブ13&14 同人誌即売会 2020年6月7日 2020年6月7日 福岡国際会議場 福岡県 福岡市 博多区石城町２－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000169 関西オンリーフェスタ2020スプリング 同人誌即売会 2020年6月14日 2020年6月14日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５－１０２ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000170 仙台コミケ259 アーリーサマー2020 同人誌即売会 2020年6月21日 2020年6月21日 夢メッセみやぎ 宮城県 仙台市 宮城野区港３丁目１－７ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000171 伊勢志摩・里海トライアスロン大会２０２０
参加型スポーツイ

ベント
2020年7月4日 2020年7月5日

大矢浜海水浴場 三重県志摩市浜島町

浜島
三重県 志摩市 浜島町浜島

伊勢志摩・里海トライアスロン大会実行委

員会
三重県 志摩市 阿児町鵜方２９４４－２５４ 2020年5月22日

1000172 おでかけライブin札幌144 春一番2020 同人誌即売会 2020年3月8日 2020年3月8日 札幌コンベンションセンター 北海道 札幌市 白石区東札幌６条１丁目１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000173 福岡コミックライブ13 春まつり2020 同人誌即売会 2020年3月8日 2020年3月8日 福岡国際会議場 福岡県 福岡市 博多区石城町２－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000174 仙台コミケ257 春一番2020 同人誌即売会 2020年3月29日 2020年3月29日 夢メッセみやぎ 宮城県 仙台市 宮城野区港３丁目１－７ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000175 関西オンリーフェスタ2020スプリング 同人誌即売会 2020年3月29日 2020年3月29日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５－１０２ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000176 広島コミケ232 春まつり2020 同人誌即売会 2020年3月29日 2020年3月29日 広島産業会館 広島県 広島市 南区比治山本町１２－１８ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000177 おでかけライブin大分 春まつり2020 同人誌即売会 2020年3月29日 2020年3月29日 大分イベントホール 大分県 大分市 南春日町１２－５ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000178 ヒロインMIX 同人誌即売会 2020年4月5日 2020年4月5日 大田区産業プラザPiO 東京都 大田区 南蒲田１丁目２０－２０ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000179 夏TRCオンリーフェスタ2020 Part.1/リアイベ 同人誌即売会 2020年4月12日 2020年4月12日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000180 夏TRCオンリーフェスタ2020 Part.3 同人誌即売会 2020年4月19日 2020年4月19日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000181 おでかけライブin浜松193 同人誌即売会 2020年4月19日 2020年4月19日 アクトシティ浜松 展示イベントホール 静岡県 浜松市 中区板屋町１１１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000182 夏TRCオンリーフェスタ2020 Part.3 同人誌即売会 2020年4月26日 2020年4月26日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000183 夏TRCオンリーフェスタ2020 Part.5 同人誌即売会 2020年5月5日 2020年5月5日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000184 広島コミケ233 GW新刊2020 同人誌即売会 2020年5月5日 2020年5月5日 広島市中小企業会館 広島県 広島市 西区商工センター１丁目１４－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000185 おでかけライブin青森 GW新刊2020 同人誌即売会 2020年5月6日 2020年5月6日 青森産業会館 青森県 青森市 第二問屋町４丁目４－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000186 おでかけライブin沖縄スペシャル49 GW新刊2020 同人誌即売会 2020年5月6日 2020年5月6日 沖縄コンベンションセンター 沖縄県 宜野湾市 真志喜４丁目３－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000187 おでかけライブin札幌145 アフターGW2020 同人誌即売会 2020年5月10日 2020年5月10日 札幌コンベンションセンター 北海道 札幌市 白石区東札幌６条１丁目１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000188 コミックライブin名古屋 アフターGW2020 同人誌即売会 2020年5月17日 2020年5月17日 ポートメッセなごや 愛知県 名古屋市 港区金城ふ頭２丁目２ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000189 仙台コミケ257&258 アフターGW2020 同人誌即売会 2020年5月17日 2020年5月17日 夢メッセみやぎ 宮城県 仙台市 宮城野区港３丁目１－７ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000190 おでかけライブin大分 春まつり2020 同人誌即売会 2020年5月17日 2020年5月17日 大分イベントホール 大分県 大分市 南春日町１２－５ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000191 コミックライブin東京39 同人誌即売会 2020年5月30日 2020年5月30日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000192 TRCオンリーライブ2020 May 31 同人誌即売会 2020年5月31日 2020年5月31日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６－１－１ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000193 静岡コミックライブ217 アフターGW2020 同人誌即売会 2020年5月31日 2020年5月31日 ツインメッセ静岡 静岡県 静岡市 駿河区曲金３丁目１－１０ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年5月22日

1000194 SUPER RUGBY 2020 JAPAN ROUND
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年3月8日 東大阪市花園ラグビー場 大阪府 東大阪市 松原南１丁目１－１ 一般社団法人ジャパンエスアール 東京都 港区 北青山２－７－２１ 青山アイアイビル４階 2020年5月22日

1000195 芸の鼓動 その他の伝統芸能 2020年2月29日 2020年2月29日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000196
第16回 オーケストラ・アンサンブル金沢＆石川県学生

オーケストラ合同公演 カレッジ・コンサート
音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000197
青島広志先生のランチタイムコンサート ～花の二重唱

～
音楽 2020年3月3日 2020年3月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000198
オーケストラ・アンサンブル金沢 第426回定期公演マ

イスター・シリーズ
音楽 2020年3月7日 2020年3月7日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日



1000199
オーケストラ・アンサンブル金沢 第427回定期公演

フィルハーモニー・シリーズ
音楽 2020年3月21日 2020年3月21日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000200 オーケストラ・アンサンブル金沢 第36回東京定期公演 音楽 2020年3月23日 2020年3月23日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000201
オーケストラ・アンサンブル金沢 オーケストラの日

2020
音楽 2020年3月27日 2020年3月27日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000202
音楽堂キッズコンサート クラシックforキッズ スペ

シャル トム＆ジェリー 映像で楽しむオーケストラ
音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000203
オーケストラ・アンサンブル金沢 ファンタスティッ

ク・オーケストラコンサート【平原綾香】
音楽 2020年4月11日 2020年4月11日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000204
オーケストラ・アンサンブル金沢 第428回定期公演

フィルハーモニー・シリーズ
音楽 2020年4月23日 2020年4月23日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000205
オーケストラ・アンサンブル金沢 第19回北陸新人登竜

門コンサート〈ピアノ部門〉
音楽 2020年5月17日 2020年5月17日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000206
オーケストラ・アンサンブル金沢 第429回定期公演マ

イスター・シリーズ
音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年5月22日

1000207 ミュンヘン交響楽団 音楽 2020年3月18日 2020年3月18日
東京オペラシティ コンサートホール：

タケミツ メモリアル
東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 株式会社テンポプリモ 東京都 中央区 銀座５－１５－１９ 銀座三真ビル４階 2020年5月22日

1000208 ミュンヘン交響楽団 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 横浜みなとみらいホール 大ホール 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい２－３－６ 株式会社テンポプリモ 東京都 中央区 銀座５－１５－１９ 銀座三真ビル４階 2020年5月22日

1000209 ボン・ベートーヴェン交響楽団 音楽 2020年6月17日 2020年6月17日
東京オペラシティ コンサートホール：

タケミツ メモリアル
東京都 新宿区 西新宿３－２０－２ 株式会社テンポプリモ 東京都 中央区 銀座５－１５－１９ 銀座三真ビル４階 2020年5月22日

1000210 トリニティ・アイリッシュ・ダンス 舞踊 2020年7月4日 2020年7月4日 Bunkamuraオーチャードホール 東京都 渋谷区 道玄坂２－２４－１ 株式会社テンポプリモ 東京都 中央区 銀座５－１５－１９ 銀座三真ビル４階 2020年5月22日

1000211 トリニティ・アイリッシュ・ダンス 舞踊 2020年7月5日 2020年7月5日 神奈川県民ホール 神奈川県 横浜市 中区山下町３－１ 株式会社テンポプリモ 東京都 中央区 銀座５－１５－１９ 銀座三真ビル４階 2020年5月22日

1000212
和田彩花ライブツアー前2021 ―この気持ちの先にある

ものはなに？―
音楽 2020年2月24日 2020年5月14日 Zepp Osaka Bayside 大阪府 大阪市 此花区桜島１丁目１－６１ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３ー２ー１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000213
和田彩花ライブツアー前2021 ―この気持ちの先にある

ものはなに？―
音楽 2020年2月24日 2020年5月14日 Zepp TOKYO 東京都 江東区 青海１丁目３－１１ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000214 吉川友 スペシャルライブ ～微かな光～ 音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 柏PALOOZA 千葉県 柏市 柏３－２－２２林ビル２Ｆ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000215 吉川友 アニバーサリーライブ ～微かな光～ 音楽 2020年5月11日 2020年5月11日 初台DOORS 東京都 渋谷区 本町１丁目２－１ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000216
アップアップガールズ（２）ライブツアー2020 アオ

ハルし・て・る・も・ん
音楽 2020年3月8日 2020年5月24日 LIVE ROXY SHIZUOKA 静岡県 静岡市 葵区黒金町２８－１ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000217
アップアップガールズ（２）ライブツアー2020 アオ

ハルし・て・る・も・ん
音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 Veats Shibuya 東京都 渋谷区 宇田川町３３番地１号 グランド東京渋谷ビルＢ１・Ｂ２ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月22日

1000218 東京観世会 能楽 2020年3月28日 2020年3月28日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月22日

1000219 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年5月3日 シティホールプラザアオーレ長岡 新潟県 長岡市 大手通１丁目４－１０ 株式会社新潟プロバスケットボール 新潟県 長岡市 城内町２丁目５－３ 樋熊ビル３Ｆ 2020年5月22日

1000220 東京能楽囃子科協議会 別会能 6月公演 能楽 2020年6月5日 2020年6月5日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 一般社団法人 東京能楽囃子科協議会 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－９－５－３０１ 2020年5月22日

1000221 第3回南砺100キロマラニック
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月7日 2020年6月7日

南砺市福野体育館（スタート：タカン

ボスキー場、ゴール:福野体育館までの

南砺市一円）

富山県 南砺市 寺家八田島３２１番地の１ 南砺100キロマラニック実行委員会 富山県 南砺市 野口２４ 2020年5月29日

1000222

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート２０２

０前期「ベートーヴェンが描いたチェロ」藤原真理

チェロ・リサイタル

音楽 2020年6月13日 2020年6月13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5月29日

1000223 観世会春の別会 能楽 2020年4月5日 2020年4月5日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月29日

1000224

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート２０２

０前期 﨑谷直人＆神奈川フィル・メンバー「﨑谷直

人の“四季”」

音楽 2020年5月3日 2020年5月3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5月29日

1000225

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート2020前

期「ベートーヴェン５大ソナタ」及川浩治 ピアノ・

リサイタル

音楽 2020年4月5日 2020年4月5日 ミューザ川崎シンフォニーホール 神奈川県 川崎市 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5月29日

1000226 ハンヌ・リントゥ指揮フィンランド放送交響楽団 音楽 2020年5月24日 2020年5月24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5月29日

1000227
YAMATO String Quartet ベートーヴェン中・後期弦

楽四重奏曲 全曲演奏会 第２回
音楽 2020年5月17日 2020年5月17日 神奈川県立音楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ヶ丘９－２ 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5月29日

1000228

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート２０２

０前期 前橋汀子 ヴァイオリン・リサイタル「前橋

汀子／名曲の喜び」

音楽 2020年6月6日 2020年6月6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5月29日

1000229

YAMATO String Quartet ベートーヴェン中・後期弦

楽四重奏曲全曲演奏会【第３回 ベートーヴェンの苦

悩／大フーガ】

音楽 2020年6月28日 2020年6月28日 神奈川県立音楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ヶ丘９－２ 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5月29日

1000230 観世会能楽講座 能楽 2020年4月7日 2020年4月7日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月29日

1000231 観世会定期能 能楽 2020年5月3日 2020年6月7日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月29日

1000232 観世会荒磯能 能楽 2020年6月11日 2020年6月11日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月29日

1000233 東京観世会 能楽 2020年5月23日 2020年5月23日 観世能楽堂 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 一般社団法人観世会 東京都 中央区 銀座６－１０－１ ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ地下３階 2020年5月29日

1000234 東北ジムカーナ第1戦
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月5日 2020年4月5日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000235
アップアップガールズ（２）ライブツアー2020 アオハ

ルし・て・る・も・んEXTRA
音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 秋田Club SWINDLE 秋田県 秋田市 大町２－２－３ホテルパールシティ秋田竿燈大通りＢ１Ｆ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月29日

1000236 アップアップガールズ（２）アオハル GW 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 表参道GROUND 東京都 渋谷区 神宮前４－２－１２ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月29日

1000237
雨シリーズ2作品上演「花嫁は雨の旋律」「雨の音が聞

こえる」
演劇 2020年4月9日 2020年4月19日 新宿村LIVE 東京都 新宿区 北新宿２丁目１－２ 新宿村ＣＥＮＴＲＡＬ 地下２階 株式会社ILLUMINUS（サン・オフィス） 東京都 千代田区 有楽町２－１０－１ 東京交通会館ビル６Ｆ goodooffice有楽町内 2020年5月29日

1000238 HEATWAVE TOUR 2020 "Blink"（東京） 音楽 2020年6月4日 2020年6月4日 duo MUSIC EXCHANGE 東京都 渋谷区 道玄坂２－１４－８ Ｏ－ＥＡＳＴビル １Ｆ 株式会社shift music 東京都 世田谷区 三軒茶屋１－６－４ 2020年5月29日

1000239 HEATWAVE TOUR 2020 "Blink"（仙台） 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 仙台 CLUB JUNK BOX 宮城県 仙台市 青葉区一番町３丁目１１－１５ フォーラス Ｂ２Ｆ 株式会社shift music 東京都 世田谷区 三軒茶屋１－６－４ 2020年5月29日

1000240 HEATWAVE TOUR 2020 "Blink"（京都） 音楽 2020年6月17日 2020年6月17日 京都 磔磔 京都府 京都市 下京区筋屋町１３９－４ 株式会社shift music 東京都 世田谷区 三軒茶屋１－６－４ 2020年5月29日

1000241
ムジークフェストなら２０２０ ガラ・コンサート

澤クヮルテット
音楽 2020年5月16日 2020年6月7日

奈良春日野国際フォーラム甍 ～I・

RA・KA～ 能楽ホール
奈良県 奈良市 春日野町１０１ ムジークフェストなら実行委員会 奈良県 奈良市 登大路町３０ 2020年5月29日

1000242 ムジークフェストなら２０２０ ウィーン少年合唱団 音楽 2020年5月16日 2020年6月7日 奈良県橿原文化会館 大ホール 奈良県 橿原市 北八木町３丁目６５−５ ムジークフェストなら実行委員会 奈良県 奈良市 登大路町３０ 2020年5月29日

1000243
ムジークフェストなら２０２０ スギバイオリン等四

重奏 ブルーメンカルテッド
音楽 2020年5月16日 2020年6月7日

奈良県コンベンションセンター 天平

ホール
奈良県 奈良市 三条大路一丁目６９１－１ ムジークフェストなら実行委員会 奈良県 奈良市 登大路町３０ 2020年5月29日

1000244

ムジークフェストなら２０２０ 奈良フィルとムジー

クなら合唱団スペシャルオペラセレクト＆協奏曲、関

西フィルハーモニー管弦楽団

音楽 2020年5月16日 2020年6月7日 奈良県文化会館 国際ホール 奈良県 奈良市 登大路町６－２ ムジークフェストなら実行委員会 奈良県 奈良市 登大路町３０ 2020年5月29日

1000245 ムジークフェストなら２０２０ 葵トリオ 音楽 2020年5月16日 2020年6月7日 奈良県橿原文化会館 小ホール 奈良県 橿原市 北八木町３丁目６５−５ ムジークフェストなら実行委員会 奈良県 奈良市 登大路町３０ 2020年5月29日

1000246 ウィーン少年合唱団（川崎） 音楽 2020年6月13日 2020年6月13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5月29日

1000247
アップアップガールズ（仮）ライブ２０２０ 9th

Anniversary
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 新宿BLAZE 東京都 新宿区 歌舞伎町１丁目２１－７ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月29日

1000248 アップアップガールズ（仮）ライブツアー２０２０ 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 DRUM Be-1 福岡県 福岡市 中央区舞鶴１丁目８－２９ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年5月29日

1000249 2020明治安田生命J1リーグ FC東京 ホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月18日 味の素スタジアム 東京都 調布市 西町３７６番地３

東京フットボールクラブ株式会社（FC東

京）
東京都 調布市 下石原１－２－３ ＴＳＯビル 2020年5月29日

1000250 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月5日 広島サンプラザホール 広島県 広島市 西区商工センター３丁目１－１ 株式会社広島ドラゴンフライズ 広島県 広島市 西区草津新町２－１５－１７ ２階 2020年5月29日

1000251 SUGOスーパー耐久レース
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月25日 2020年4月26日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000252 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月25日 2020年3月25日 鹿島総合体育館 島根県 松江市 鹿島町佐陀本郷７６

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマ

ジック
島根県 松江市 学園南一丁目２番１号 くにびきメッセ６Ｆ 2020年5月29日

1000253 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月28日 2020年3月28日 安来市民体育館 島根県 安来市 安来町１３３７－１

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマ

ジック
島根県 松江市 学園南一丁目２番１号 くにびきメッセ６Ｆ 2020年5月29日

1000254 東京ニューシティ管弦楽団第129回定期演奏会 音楽 2020年3月8日 2020年3月8日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団 東京都 練馬区 東大泉３－２２－１５ シンフォニープラザ２Ｆ 2020年5月29日

1000255 東京ニューシティ管弦楽団第131回定期演奏会 音楽 2020年6月15日 2020年6月15日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団 東京都 練馬区 東大泉３－２２－１５ シンフォニープラザ２Ｆ 2020年5月29日

1000256 東京ニューシティ管弦楽団第130回定期演奏会 音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団 東京都 練馬区  東大泉３－２２－１５ シンフォニープラザ２F 2020年5月29日

1000257
KEISUKE YAMAUCHI 37th 山内惠介バースデーパー

ティー2020
音楽 2020年5月31日 2020年5月31日 ザ・プリンスパークタワー東京 東京都 港区 芝公園４－８－１ 有限会社三井エージェンシー 東京都 江東区 富岡１－２６－１８－３Ｆ 2020年5月29日

1000258
矢来能楽堂普及公演 はじめての矢来能楽堂special

夜能 ろうそく能「葵上」
能楽 2020年3月13日 2020年3月13日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０番地 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年5月29日

1000259
矢来能楽堂普及公演 はじめての矢来能楽堂Special

能「土蜘蛛」をみる！
能楽 2020年5月31日 2020年5月31日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０番地 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年5月29日

1000260
観世九皐会4月定例会 観世九皐会5月定例会 観世九

皐会6月定例会
能楽 2020年4月12日 2020年6月14日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０番地 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年5月29日

1000261 観世九皐会別会 能楽 2020年4月26日 2020年4月26日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年5月29日

1000262 九皐会 若竹能 ７月公演 能楽 2020年7月19日 2020年7月19日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０番地 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年5月29日

1000263 コミックマーケット98 同人誌即売会 2020年5月2日 2020年5月5日 東京ビッグサイト 東京都 江東区 有明３－１１－１
有限会社コミケット・コミックマーケット

準備会
東京都 渋谷区 道玄坂１－１７－９ヴェラハイツ道玄坂５０７ 2020年5月29日

1000264
シアターキューブリック結成20周年記念公演第一弾

幸せな孤独な薔薇
演劇 2020年4月9日 2020年4月15日 浅草九劇 東京都 台東区 浅草２－１６－２ 浅草九倶楽部 ２階 一般社団法人シアターキューブリック 東京都 墨田区 東向島２－１６－１９ 2020年5月29日



1000265 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月21日 2020年4月29日 沖縄市体育館 沖縄県 沖縄市 諸見里２丁目１－１ コザ運動公園内 沖縄バスケットボール株式会社 沖縄県 沖縄市 山内４丁目１番５号 2020年5月29日

1000266
2020明治安田生命J３リーグ ヴァンラーレ八戸 ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月29日 2020年6月7日 プライフーズスタジアム 青森県 八戸市 大字市川町字市川後５５－１ 株式会社ヴァンラーレ八戸 青森県 八戸市 新井田字松山中野場２９－１ 2020年5月29日

1000267
『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング リ

ング・ツィクルス『ワルキューレ』
音楽 2020年2月29日 2020年2月29日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000268
『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング リ

ング・ツィクルス『ジークフリート』
音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000269
プロデュースオペラ ワーグナー作曲≪ニーベルングの

指環≫第３日『神々の黄昏』
音楽 2020年3月7日 2020年3月8日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000270
舞台技術研修～人材育成講座～「成果発表公演」『長

靴をはいた猫』
音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000271 野村万作・野村萬斎狂言公演 その他の伝統芸能 2020年3月21日 2020年3月21日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000272 子どものための管弦楽教室 第16回 音楽 2020年3月22日 2020年3月22日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000273
びわ湖ホール声楽アンサンブル第70回定期公演 オペ

ラ作曲家の横顔～ロッシーニ～
音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000274
『神々の黄昏』関連企画 METライブビューイング リ

ング・ツィクルス『神々の黄昏』
音楽 2020年4月4日 2020年4月4日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000275
ベートーヴェン生誕250年記念 レクチャーコンサート

ベートーヴェンの究極のソナタ
音楽 2020年4月5日 2020年4月5日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000276 松竹大歌舞伎 歌舞伎 2020年4月9日 2020年4月9日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000277 近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020 音楽 2020年4月25日 2020年4月26日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000278
～オペラ・古典芸能・バレエ～ 初心者向け・トライ

アングル講座vol.3(全3回)
文化芸術教室 2020年5月30日 2020年9月13日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000279 新国立劇場 演劇「ガールズ＆ボーイズ」 演劇 2020年6月7日 2020年6月7日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000280 山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コンサート2020 音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000281
パレルモ・マッシモ劇場 ヴェルディ作曲 歌劇『ナ

ブッコ』
音楽 2020年6月27日 2020年6月27日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000282 新国立劇場地域招聘オペラ公演『竹取物語』 音楽 2020年7月11日 2020年7月12日 新国立劇場 東京都 渋谷区 本町１－１－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000283 〈オペラへの招待〉 沼尻竜典作曲 歌劇『竹取物語』 音楽 2020年7月23日 2020年7月26日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000284
湖国新進アーティストによる演奏会 ザ・ファースト

リサイタル2020
音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000285
近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020 びわ湖ホー

ル声楽アンサンブル東近江公演
音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 東近江市あかね文化ホール 滋賀県 東近江市 市子川原町 ４６１－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000286
近江の春 びわ湖クラシック音楽祭2020 びわ湖ホー

ル声楽アンサンブル木之本公演
音楽 2020年4月19日 2020年4月19日 木之本スティックホール 滋賀県 長浜市 木之本町木之本１７５７ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000287
ぶんさん人形劇フェスティバル～輝く子どもたちの未

来へ～
演劇 2020年3月8日 2020年3月8日 滋賀県立文化産業交流会館 滋賀県 米原市 下多良２－１３７ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000288 星屑スキャット LIVE 2020 音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 滋賀県立文化産業交流会館 滋賀県 米原市 下多良２－１３７ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000289
びわ湖ホール声楽アンサンブル＆男声フォレスタ オ

ペラ・クラシックコラボレーションコンサート
音楽 2020年4月29日 2020年4月29日 滋賀県立文化産業交流会館 滋賀県 米原市 下多良２－１３７ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 2020年5月29日

1000290 2020明治安田生命J3リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年6月6日 Axisバードスタジアム 鳥取県 鳥取市 蔵田４２３ 株式会社SC鳥取(ガイナーレ鳥取) 鳥取県 鳥取市 南隈４１８ 2020年5月29日

1000291
令和二年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 東

コース 松竹大歌舞伎
歌舞伎 2020年5月19日 2020年5月19日 春日井市民会館 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 公益財団法人かすがい市民文化財団 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 2020年5月29日

1000292 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月20日 2020年4月22日 西宮市立中央体育館 兵庫県 西宮市 河原町１－１６ 株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ 兵庫県 西宮市 甲子園高潮町３－３０ホテルヒューイット甲子園３Ｆ 2020年5月29日

1000293
演劇×自分史 カスガイ創造プロジェクト 第3弾「春

よ恋」
演劇 2020年2月29日 2020年3月1日 春日井市民会館 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 公益財団法人かすがい市民文化財団 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 2020年5月29日

1000294
A.C.E JAPAN FAN EVENT 2020～Happy White Day

to CHOICE～
音楽 2020年5月29日 2020年5月29日 マイナビBLITZ赤坂 東京都 港区 赤坂５－３－２ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年5月29日

1000295
A.C.E JAPAN FAN EVENT 2020～Happy White Day

to CHOICE～
音楽 2020年6月1日 2020年6月1日 なんばHatch 大阪府 大阪市 浪速区湊町１－３－１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年5月29日

1000296
2020明治安田生命Ｊ２リーグ アルビレックス新潟

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月18日 デンカビッグスワンスタジアム 新潟県 新潟市 中央区清五郎６７－１２ 株式会社アルビレックス新潟 新潟県 新潟市 中央区美咲町２－１－１０ 2020年5月29日

1000297 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月1日 横浜国際プール 神奈川県 横浜市 都筑区北山田７丁目３番地１号 株式会社横浜ビー・コルセアーズ 神奈川県 横浜市 都筑区中川中央１丁目１番地６号 2020年5月29日

1000298 読売日本交響楽団第595回定期演奏会 音楽 2020年2月28日 2020年2月28日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000299 読売日本交響楽団第596回定期演奏会 音楽 2020年3月12日 2020年3月12日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000300 読売日本交響楽団第597回定期演奏会 音楽 2020年4月8日 2020年4月8日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000301 読売日本交響楽団第598回定期演奏会 音楽 2020年5月13日 2020年5月13日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000302 読売日本交響楽団第599回定期演奏会 音楽 2020年6月9日 2020年6月9日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000303 読売日本交響楽団第630回名曲シリーズ 音楽 2020年3月5日 2020年3月5日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000304 読売日本交響楽団第631回名曲シリーズ 音楽 2020年4月28日 2020年4月28日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000305 読売日本交響楽団第632回名曲シリーズ 音楽 2020年5月19日 2020年5月19日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000306 読売日本交響楽団第633回名曲シリーズ 音楽 2020年6月19日 2020年6月19日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000307 読売日本交響楽団第225回土曜マチネーシリーズ 音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000308 読売日本交響楽団第226回土曜マチネーシリーズ 音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000309 読売日本交響楽団第227回土曜マチネーシリーズ 音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000310 読売日本交響楽団第228回土曜マチネーシリーズ 音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000311 読売日本交響楽団第225回日曜マチネーシリーズ 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000312 読売日本交響楽団第226回日曜マチネーシリーズ 音楽 2020年4月26日 2020年4月26日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000313 読売日本交響楽団第227回日曜マチネーシリーズ 音楽 2020年5月24日 2020年5月24日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000314 読売日本交響楽団第228回日曜マチネーシリーズ 音楽 2020年6月14日 2020年6月14日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000315
読売日本交響楽団第118回みなとみらいホリデー名曲シ

リーズ
音楽 2020年3月7日 2020年3月7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 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000316
読売日本交響楽団第119回みなとみらいホリデー名曲シ

リーズ
音楽 2020年4月29日 2020年4月29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 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000317
読売日本交響楽団第120回みなとみらいホリデー名曲シ

リーズ
音楽 2020年6月21日 2020年6月21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 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000318 読売日本交響楽団第26回大阪定期演奏会 音楽 2020年6月22日 2020年6月22日 フェスティバルホール 大阪府 大阪市 北区中之島２－３－１８ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年5月29日

1000319 ANAニセコクラシック2020
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月12日 2020年6月14日 ひらふ第一駐車場 北海道 虻田郡倶知安町 字山田２０４番地１７ 一般社団法人北海道イベンツ 北海道 虻田郡倶知安町 字山田１２６－２ ムギタウンハウスＨ号室 2020年5月29日

1000320 高萩ひな祭りコンサート２０２０ 音楽 2020年2月29日 2020年3月1日 高萩市文化会館 茨城県 高萩市 大字高萩６番地 高萩市文化会館 茨城県 高萩市 大字高萩６番地 2020年5月29日

1000321
令和元年度高萩市文化会館自主事業 映画会「ある町

の高い煙突」
映画 2020年3月14日 2020年3月14日 高萩市文化会館 茨城県 高萩市 大字高萩６番地 高萩市文化会館 茨城県 高萩市 大字高萩６番地 2020年5月29日

1000322 シンフォニックドラマ火の鳥黎明編 演劇 2020年2月29日 2020年3月1日 舞浜アンフィシアター 千葉県 浦安市 舞浜２－５０
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

（MXエンターテインメント株式会社）
東京都 千代田区 麹町1丁目12番地 2020年5月29日

1000323
SUGOキッズライダー塾 ファーストステップ/セカン

ドステップ

参加型スポーツイ

ベント
2020年4月18日 2020年4月18日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000324 キッズライダー塾 ステップアップ
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月19日 2020年4月19日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000325 SUGOロードレース第1戦
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月5日 2020年4月5日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000326
マツダファン東北ミーティング チャンピオンカップ

特別戦

参加型スポーツイ

ベント
2020年4月11日 2020年4月12日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000327 スーパー耐久レース チャンピオンカップ第1戦
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月25日 2020年4月26日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年5月29日

1000328 SE-E第1戦 SUGO ATTACK RIDE 2020
参加型スポーツイ

ベント
2020年4月5日 2020年4月5日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ モトラーダ 宮城県 仙台市 太白区袋原６－２２－３０ 2020年5月29日

1000329 2020明治安田生命Ｊ1リーグ柏レイソルホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年4月26日 三協フロンテア柏スタジアム 千葉県 柏市 日立台１丁目２番地５０号 株式会社日立柏レイソル 千葉県 柏市 日立台１丁目２番地５０号 2020年5月29日

1000330
音楽劇「モンテ・クリスト伯―黒き将軍とカトリー

ヌー」
演劇 2020年5月24日 2020年5月31日 明治座 東京都 中央区 日本橋浜町２－３１－１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル３Ｆ 2020年5月29日

1000331
ズーラシアンブラス結成20周年記念コンサート ズー

ラシアンブラスカーニバル
音楽 2020年4月4日 2020年4月4日

所沢市民文化センターミューズ アーク

ホール
埼玉県 所沢市 並木１丁目９－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000332 ズーラシアン吹奏楽部!東京公演 音楽 2020年4月11日 2020年4月11日 Bunkamura オーチャードホール 東京都 渋谷区 道玄坂２－２４－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000333 ズーラシアン吹奏楽部!大阪公演 音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 ザ・シンフォニーホール 大阪府 大阪市 北区大淀南二丁目３－３ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日



1000334
ズーラシアンブラスファンクラブコンサート 大阪公

演
音楽 2020年5月2日 2020年5月2日 住友生命いずみホール 大阪府 大阪市 中央区城見１丁目４－７０ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000335
ズーラシアンブラスファンクラブコンサート 名古屋

公演
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 三井住友海上しらかわホール 愛知県 名古屋市 中区栄２丁目９－１５ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000336
ズーラシアンブラスファンクラブコンサート 東京公

演
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 紀尾井ホール 東京都 千代田区 紀尾井町６－５ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000337 第7回 トランペットラブレターコンテスト本選 音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 みどりアートパーク 神奈川県 横浜市 緑区長津田二丁目１番３号 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000338 ズーラシアンブラス まほろ座ライブ 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 まほろ座MACHIDA 東京都 町田市 森野１丁目１５－１３ パリオビルＢ１Ｆ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年5月29日

1000339 第９回愛南町いやしの郷トライアスロン大会
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月13日 2020年6月13日 愛媛県南宇和郡愛南町西海地域 愛媛県 南宇和郡愛南町 船越ほか

愛南町いやしの郷トライアスロン大会実行

委員会
愛媛県 南宇和郡愛南町 城辺甲２４２０番地 2020年5月29日

1000340
2020明治安田生命J2リーグ ギラヴァンツ北九州ホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年3月29日 ミクニワールドスタジアム北九州 福岡県 北九州市 小倉北区浅野３－９－３３ 株式会社ギラヴァンツ北九州 福岡県 北九州市 小倉北区浅野３－１－２６ あべりあ浅野ビル 2020年5月29日

1000341
MXダンスまつり「パパイヤ鈴木のThat's

Happytainment!!」
舞踊 2020年3月8日 2020年3月8日 LINE CUBE SHIBUYA 東京都 渋谷区 宇田川町１－１ MXエンターテインメント株式会社 東京都 千代田区 一番町２７－２ 理工図書ビル６階 2020年6月5日

1000342
アップアップガールズ（仮）ライブツアー２０２０

（札幌）
音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 札幌cube garden 北海道 札幌市 中央区北２条東３丁目２－５ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年6月5日

1000343
アップアップガールズ（仮）ライブツアー２０２０

（長野）
音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 長野 Club Junk Box 長野県 長野市 南長野１４２９－１ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年6月5日

1000344 佐保明梨 SA To Be Determined 音楽 2020年4月5日 2020年6月22日 表参道GROUND 東京都 渋谷区 神宮前４丁目２－１２ YU-Mエンターテインメント株式会社 東京都 港区 芝３－２－１１マンション芝公園２０１ 2020年6月5日

1000345
震災復興支援チャリティーコンサート「Sharing～シェ

アリング～2020 in 新宿」
音楽 2020年3月14日 2020年3月14日

こくみん共済 coop ホール（全労済

ホール）／スペース・ゼロ
東京都 渋谷区 代々木２－１２－１０

Sharing～シェアリング～2020 in 新宿 実

行委員会（株式会社スペース・ゼロ）
東京都 渋谷区 代々木２－１２－１０ Ｂ１ 2020年6月5日

1000346
2020明治安田生命J2リーグ ツエーゲン金沢ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年4月26日 石川県西部緑地公園陸上競技場 石川県 金沢市 袋畠町南１３６ 株式会社石川ツエーゲン 石川県 金沢市 示野町西２ 2020年6月5日

1000347
2020明治安田生命J２リーグ アビスパ福岡ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年4月26日 ベスト電器スタジアム 福岡県 福岡市 博多区東平尾公園２丁目１－１ アビスパ福岡株式会社 福岡県 福岡市 東区香椎浜ふ頭１丁目２－１７ 2020年6月5日

1000348
青島広志のなるほどザ・クラシック音楽 ベートー

ヴェン全交響曲ハイライト
音楽 2020年4月5日 2020年4月5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

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年6月5日

1000349 シャンソンの祭典 第５８回パリ祭 音楽 2020年7月4日 2020年7月5日 NHKホール 東京都 渋谷区 神南２－２－１ パリ祭実行委員会 東京都 中央区 勝どき２－１８－１ー４１０ 2020年6月5日

1000350
岡山大学Ｊホールレインボーコンサート ベートーヴェ

ン生誕250年 ベートーヴェン･フェス！
音楽 2020年5月26日 2020年5月26日 岡山大学Junko Fukutakeホール 岡山県 岡山市 北区鹿田町２－５－１ 公益財団法人岡山文化芸術創造 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 2020年6月5日

1000351
～音楽と映像と語りでたどる～ 桃太郎伝説が生まれた

まち おかやま
音楽 2020年6月19日 2020年6月19日 岡山シンフォニーホール 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 公益財団法人岡山文化芸術創造 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 2020年6月5日

1000352 関西オンリーフェスタ2020 SUMMER 同人誌即売会 2020年7月19日 2020年7月19日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５－１０２ 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年6月5日

1000353 NBAバレエ団公演「ジゼル」 舞踊 2020年7月18日 2020年7月18日 メルパルクホール東京 東京都 港区 芝公園２－５－２０ 一般財団法人NBAバレエ団 埼玉県 所沢市 岩岡町２８１－１１ 2020年6月5日

1000354 NBAバレエ団公演「ドラキュラ」 舞踊 2020年8月1日 2020年8月2日 新国立劇場 オペラパレス 東京都 渋谷区 本町１丁目１番１号 一般財団法人NBAバレエ団 埼玉県 所沢市 岩岡町２８１－１１ 2020年6月5日

1000355
梅沢富美男劇団 君津特別公演 ～梅沢富美男 魅力のす

べて～
音楽 2020年5月10日 2020年5月10日 君津市民文化ホール 大ホール 千葉県 君津市 三直６２２ 公益財団法人君津市文化振興財団 千葉県 君津市 三直６２２ 2020年6月5日

1000356 SLIDE MONSTERS スライド・モンスターズ 音楽 2020年6月28日 2020年6月28日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 滋賀県 大津市 打出浜１５－１ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団 滋賀県  大津市 打出浜１５－１ 2020年6月5日

1000357 【P01】ランチタイムコンサート 音楽 2020年4月14日 2020年4月14日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000358 【P02】プレコンサート 音楽 2020年4月14日 2020年4月14日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000359 【C01】ピアノコンサートの祭典 音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000360 【C02】市民オーケストラ＆市民合唱団の祭典 音楽 2020年4月26日 2020年4月26日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000361 【OP】オープニングコンサート 音楽 2020年4月29日 2020年4月29日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000362
【C11】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

ベートーヴェン運命
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000363 【C12】ベトナム国立交響楽団 山下洋輔/CHIKO 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000364
【C13】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

名作オペラ・アリアの競演
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000365
【C14】オーケストラ・アンサンブル金沢 シャー

ロットと秋川の日本名歌曲
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000366
【C15】ベトナム国立交響楽団  指揮：本名徹次 サ

ン＝サーンス：序奏とロンドカプリチオーソ
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000367
【H11】「雅楽と大相撲」驚きの関係「雅楽・源氏物

語」
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000368 【H12】これがビートルズだ！ 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000369 【H13】三味線組歌「早舟」 勅使河原三郎 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000370 【H14】ロシア民謡とコサックダンス 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000371 【A11】左手のための音楽会 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000372 【A12】藤田真央リサイタル 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000373 【A13】木嶋真優・菊池洋子リサイタル 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000374 【A14】トランパットの妙技！ ナカリャコフ 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000375 【C21】オーケストラで巡る名作アニメの世界 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000376

【C22】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

指揮：広上淳一 ラヴェル：左手のためのピアノ協奏

曲

音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000377
【C23】ベトナム国立交響楽団 指揮：沼尻竜典

ヴァイオリン：木嶋真優
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000378
【C24】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

指揮：ミヒャエル・パルケ ブラームス：交響曲第1番
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000379 【H21】フラメンコの世界 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000380
【H22】生命力溢れるアフリカのリズムを堪能！ オ

スマン・サンコン
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000381
【H23】オーケストラ・アンサンブル金沢 指揮：本

名徹次 シューベルト歌曲と未完成
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000382 【H24】ベトナム国立交響楽団 指揮：沖澤のどか 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000383 【A21】革命児ピアソラの世界と須川 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000384 【A22】ペルーの民族音楽 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000385
【A23】山下洋輔 with 国府弘子 ラプソディ・イン・

ブルー
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000386 【A24】ぺぺ・ロメロでスペイン名曲の調べ 音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000387
【C31】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

指揮：沼尻竜典 トイタリア・オペラの名曲
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000388
【C32】ベトナム国立交響楽団 指揮：本名徹次 ス

トラヴィンスキー：「火の鳥」
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000389
【C33】トスカニーニ・フィルハーモニー管弦楽団

ドヴォルザーク：「新世界」
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000390 【C34】クロージングコンサート 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000391 【H31】金沢の伝統芸能 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000392 【H32】スポーツと音楽 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000393
【H33】能舞とクラシック 「ペール・ギュント」物

語
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000394
【A31】ベネズエラからやってきた エル・システマ

ヴォーカルアンサンブル
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000395 【A32】オーストラリア大陸から 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000396
【A33】シャーロット・ド・ロスチャイルドwith秋川

雅史
音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 金沢市アートホール 石川県 金沢市 本町２－１５－１

いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000397 【AK1】書家・金澤翔子 音楽 2020年4月28日 2020年4月28日 北國新聞赤羽ホール 石川県 金沢市 南町２－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000398 【AK2】ガラ・コンサート 音楽 2020年4月28日 2020年4月28日 北國新聞赤羽ホール 石川県 金沢市 南町２－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000399 【AK3】ウラジオストク・ロシア民族アンサンブル 音楽 2020年5月2日 2020年5月2日 北國新聞赤羽ホール 石川県 金沢市 南町２－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000400 【AK4】作曲家たちのひらめき大会 音楽 2020年5月2日 2020年5月2日 北國新聞赤羽ホール 石川県 金沢市 南町２－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000401 【AK5】ペペ・ロメロ 禁じられた遊び ほか 音楽 2020年5月6日 2020年5月6日 北國新聞赤羽ホール 石川県 金沢市 南町２－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日



1000402 【KR】キッズプログラム他 音楽 2020年5月3日 2020年5月5日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１
いしかわ・金沢風と緑の楽都音楽祭実行委

員会
石川県 金沢市 昭和町２０番１号 2020年6月5日

1000403
GORO NOGUCHI 50TH ANNIVERSARY CONCERT

TOUR 2020
音楽 2020年6月14日 2020年6月14日 君津市民文化ホール 大ホール 千葉県 君津市 三直６２２ 公益財団法人君津市文化振興財団 千葉県 君津市 三直６２２ 2020年6月5日

1000404
らくごDE全国ツアーvol.8 春風亭一之輔のドッサりま

わるぜ2020
落語 2020年6月27日 2020年6月27日 君津市民文化ホール 中ホール 千葉県 君津市 三直６２２ 公益財団法人君津市文化振興財団 千葉県 君津市 三直６２２ 2020年6月5日

1000405 音楽堂寄席 その十二 特選寄席 落語 2020年6月17日 2020年6月17日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年6月5日

1000406
オーケストラ・アンサンブル金沢 第430回定期公演マ

イスター・シリーズ
音楽 2020年7月4日 2020年7月4日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年6月5日

1000407
オーケストラ・アンサンブル金沢 第431回定期公演

フィルハーモニー・シリーズ
音楽 2020年7月16日 2020年7月16日 石川県立音楽堂 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団 石川県 金沢市 昭和町２０－１ 2020年6月5日

1000408 坂本冬美コンサート2020（岡山） 音楽 2020年3月2日 2020年3月2日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内2丁目1番1号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000409 坂本冬美コンサート2020（島根） 音楽 2020年3月3日 2020年3月3日 島根県民会館 大ホール 島根県 松江市 殿町１５８ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000410
男声フォレスタ・セレクションコンサート in はつかい

ち ～素晴らしいコーラス世界にオマージュを～
音楽 2020年3月4日 2020年3月4日

はつかいち文化ホール ウッドワンさ

くらぴあ大ホール
広島県 廿日市市 下平良一丁目１１－１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000411
男声フォレスタ・セレクションコンサート in 岡山 ～

素晴らしいコーラス世界にオマージュを～
音楽 2020年3月5日 2020年3月5日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内２丁目１番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000412
～知らない人に笑われ続けて～ 綾小路きみまろ 爆

笑！！スーパーライブ2020（兵庫県神戸市）
漫談 2020年3月11日 2020年3月11日 神戸文化ホール 大ホール 兵庫県 神戸市 中央区楠町４－２－２ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000413
～知らない人に笑われ続けて～ 綾小路きみまろ 爆

笑！！スーパーライブ2020（兵庫県姫路市）
漫談 2020年3月12日 2020年3月12日 姫路市文化センター 大ホール 兵庫県 姫路市 西延末４２６番地１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000414 爆笑！！お笑いフェスｉｎ北九州 漫才 2020年3月15日 2020年3月15日

アルモニーサンク 北九州ソレイユホー

ル 大ホール（旧：九州厚生年金会

館）

福岡県 北九州市 小倉北区大手町１２－３ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000415 爆笑！！お笑いフェスｉｎ鹿児島 漫才 2020年3月22日 2020年3月22日 鹿児島市民文化ホール 第１ホール 鹿児島県 鹿児島市 与次郎二丁目３番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000416
丘みどり＆純烈 スペシャルコンサート２０２０（愛

媛）
音楽 2020年3月25日 2020年3月25日 松山市民会館 大ホール 愛媛県 松山市 堀之内 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000417
丘みどり＆純烈 スペシャルコンサート２０２０（徳

島）
音楽 2020年3月26日 2020年3月26日 鳴門市文化会館 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字東浜２４番地７ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000418 爆笑！！お笑いフェスｉｎ郡山 漫才 2020年4月4日 2020年4月4日
けんしん郡山文化センター（郡山市民

文化センター）大ホール
福島県 郡山市 堤下町１番２号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000419 爆笑！！お笑いフェスｉｎ函館 漫才 2020年4月5日 2020年4月5日 函館市民会館 大ホール 北海道 函館市 湯川町１－３２－１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000420
男声フォレスタ・セレクションコンサート in 徳島 ～

素晴らしいコーラス世界にオマージュを～
音楽 2020年4月6日 2020年4月6日

あわぎんホール（徳島県郷土文化会

館）
徳島県 徳島市 藍場町２丁目１４番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000421
男声フォレスタ・セレクションコンサート in 高知 ～

素晴らしいコーラス世界にオマージュを～
音楽 2020年4月7日 2020年4月7日

高知県立県民文化ホール オレンジホー

ル
高知県 高知市 本町４丁目３－３０ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000422
三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020（山

口）
音楽 2020年4月10日 2020年4月10日 宇部市渡辺翁記念会館 山口県 宇部市 朝日町８番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000423
三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020（島

根）
音楽 2020年4月11日 2020年4月11日 石央文化ホール 大ホール 島根県 浜田市 黒川町４１７５番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000424
丘みどりコンサート2020 演魅 Vol.2 With 中尾

唱とエヴァーグリーンバンド（岡山）
音楽 2020年4月22日 2020年4月22日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内２丁目１番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000425
丘みどりコンサート2020 演魅 Vol.2 With 中尾

唱とエヴァーグリーンバンド（兵庫）
音楽 2020年4月23日 2020年4月23日 神戸文化ホール 大ホール 兵庫県 神戸市 中央区楠町４－２－２ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000426 爆笑！！お笑いフェスｉｎ愛媛 漫才 2020年5月10日 2020年5月10日 愛媛県県民文化会館 メインホール 愛媛県 松山市 道後町２丁目５番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000427
前川清＆川中美幸   二人爆笑コンサート２０２０（島

根）
音楽 2020年5月12日 2020年5月12日 島根県民会館 大ホール 島根県 松江市 殿町１５８ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000428
前川清＆川中美幸   二人爆笑コンサート２０２０（広

島）
音楽 2020年5月13日 2020年5月13日

上野学園ホール（旧：広島郵便貯金

ホール）
広島県 広島市 中区白島北町１９－１  グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000429
～知らない人に笑われ続けて～ 綾小路きみまろ 爆

笑！！スーパーライブ2020（島根）
漫談 2020年5月24日 2020年5月24日 出雲市民会館 大ホール 島根県 出雲市 塩冶有原町２丁目１５番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000430
～知らない人に笑われ続けて～ 綾小路きみまろ 爆

笑！！スーパーライブ2020（鳥取）
漫談 2020年5月25日 2020年5月25日 米子市公会堂 大ホール 鳥取県 米子市 角盤町２丁目６１番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000431 福田こうへいコンサート2020（山口） 音楽 2020年5月26日 2020年5月26日 下関市民会館 大ホール 山口県 下関市 竹崎町４丁目５－１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000432 福田こうへいコンサート2020（岡山） 音楽 2020年5月27日 2020年5月27日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内２丁目１番１号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000433
三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020（山

口）
音楽 2020年6月8日 2020年6月8日 周南市文化会館 山口県 周南市 大字徳山公園区５８５４−４１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000434
三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020（広

島）
音楽 2020年6月9日 2020年6月9日 東広島芸術文化ホール くらら 広島県 東広島市 西条栄町７番１９号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000435
三山ひろし～笑顔を届けます～コンサート2020（愛

媛）
音楽 2020年6月10日 2020年6月10日 西条市総合文化会館 大ホール 愛媛県 西条市 神拝甲７９番地４ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000436 純烈コンサート2020（島根県益田市） 音楽 2020年6月10日 2020年6月10日
島根県芸術文化センター「グラント

ワ」
島根県 益田市 有明町５番１５号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000437 純烈コンサート2020（島根県出雲市） 音楽 2020年6月11日 2020年6月11日 出雲市民会館 大ホール 島根県 出雲市 塩冶有原町２丁目１５番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000438
前川清＆川中美幸 二人爆笑コンサート２０２０（京

都）
音楽 2020年6月23日 2020年6月23日

ロームシアター京都 メインホール
京都府 京都市 左京区岡崎最勝寺町１３ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000439
前川清＆川中美幸 二人爆笑コンサート２０２０（広

島）
音楽 2020年6月24日 2020年6月24日

ふくやま芸術文化ホール リーデンロー

ズ  大ホール
広島県 福山市 松浜町二丁目１番１０号 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000440
「よこはま・たそがれ」から50年 五木ひろし50th

Anniversary コンサート2020（徳島）
音楽 2020年6月25日 2020年6月25日 鳴門市文化会館 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字東浜２４番地７ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000441
「よこはま・たそがれ」から50年 五木ひろし50th

Anniversary コンサート2020（兵庫）
音楽 2020年6月26日 2020年6月26日

姫路市文化センター 大ホール
兵庫県 姫路市 西延末４２６番地１ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000442
「中川博之メモリアルコンサート」 ～中川メロ

ディーを永遠に～
音楽 2020年5月24日 2020年5月24日

まなび広場にいみ（新見市文化交流

館）大ホール
岡山県 新見市 新見１２３－２ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000443
丘みどり＆純烈 スペシャルコンサート２０２０

「青少年育成支援チャリティー」高知歌謡コンサート
音楽 2020年6月4日 2020年6月4日

高知県立県民文化ホール オレンジホー

ル
高知県 高知市 本町４丁目３－３０ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000444
丘みどり＆純烈 スペシャルコンサート２０２０ 香

川歌謡コンサート
音楽 2020年6月5日 2020年6月5日

レクザムホール 大ホール（香川県県

民ホール）
香川県 高松市 玉藻町９－１０ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月5日

1000445 シャンソンの祭典 第２９回岡山パリ祭 音楽 2020年7月11日 2020年7月11日 岡山シンフォニーホール 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 岡山パリ祭実行委員会 東京都 中央区 勝どき２－１８－１－４１０ 2020年6月5日

1000446 ばらのまち福山国際音楽祭２０２０ 音楽 2020年5月7日 2020年5月10日
ふくやま芸術文化ホール（リーデン

ローズ） 他
広島県 福山市 松浜町二丁目１番１０号 ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会 広島県 福山市 東桜町３番５号 2020年6月5日

1000447
京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー２０１

９ 第４回オーケストラが描く世界
音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000448
京都市交響楽団オーケストラ・ディスカバリー２０２

０ 第１回どこかで聴いたオーケストラ
音楽 2020年6月21日 2020年6月21日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000449 京都市交響楽団第６４３回定期演奏会 音楽 2020年3月28日 2020年3月29日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000450 京都市交響楽団第６４４回定期演奏会 音楽 2020年4月24日 2020年4月24日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000451 京都市交響楽団第６４５回定期演奏会 音楽 2020年5月16日 2020年5月17日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000452 京都市交響楽団第６４６回定期演奏会 音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000453 京都市交響楽団スプリング・コンサート 音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都市交響楽団）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月5日

1000454
岡山フィルハーモニック管弦楽団第６３回～第６５回

定期演奏会
音楽 2020年3月22日 2020年7月19日 岡山シンフォニーホール 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 公益財団法人岡山文化芸術創造 岡山県 岡山市 北区表町１－５－１ 2020年6月5日

1000455 カプースチン祭り２０２０ 音楽 2020年5月5日 2020年5月5日 浦安音楽ホール 千葉県 浦安市 入船一丁目６－１ 日本カプースチン協会 神奈川県 横浜市 旭区柏町５３－１５ 2020年6月5日

1000456 改組 新 第6回 日展 大阪展 美術 2020年2月22日 2020年3月22日 大阪市立美術館 大阪府 大阪市 天王寺区茶臼山町１－８２ 日展大阪展実行委員会 大阪府 大阪市 天王寺区茶臼山町１－８２ 2020年6月5日

1000457
2020明治安田生命J1リーグ セレッソ大阪 ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年5月10日 ヤンマースタジアム長居 大阪府 大阪市 東住吉区長居公園１－１ 株式会社セレッソ大阪 大阪府 大阪市 東住吉区長居公園１－１ 2020年6月5日

1000458
２０２０Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ グループス

テージ セレッソ大阪 ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年4月8日 ヤンマースタジアム長居 大阪府 大阪市 東住吉区長居公園１－１ 株式会社セレッソ大阪 大阪府 大阪市 東住吉区長居公園１－１ 2020年6月5日

1000459
牧阿佐美バレヱ団公演「ロメオとジュリエット」（全

幕）
舞踊 2020年6月13日 2020年6月14日 文京シビックホール 大ホール 東京都 文京区 春日１－１６－２１ 一般財団法人牧阿佐美バレヱ団 東京都 中野区 中野６－２７－１３ 2020年6月5日

1000460 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月12日 松江市総合体育館 島根県 松江市 学園南１－２１－１

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマ

ジック
島根県 松江市 学園南一丁目２番１号 くにびきメッセ６階 2020年6月5日

1000461
アンバーホール開館２０周年記念事業 音楽の絵本

トイ・ボックス
音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 久慈市文化会館（アンバーホール） 岩手県 久慈市 川崎町１７番１号 久慈市教育委員会 岩手県 久慈市 川崎町１７番１号 2020年6月5日

1000462 地獄變 演劇 2020年7月3日 2020年7月12日
あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交

流センター）
東京都 豊島区 東池袋４－５－２ ライズアリーナビル２Ｆ 株式会社花組芝居 東京都 世田谷区 玉川１－１９－６ 2020年6月5日

1000463 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月4日 2020年4月5日

ウインク体育館（姫路市立中央体育

館）
兵庫県 姫路市 西延末９０ 株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ 兵庫県 西宮市 甲子園高潮町３－３０ ホテルヒューイット甲子園３階 2020年6月5日

1000464
2020明治安田生命Ｊ２リーグ ＦＣ町田ゼルビア

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月25日 町田GIONスタジアム 東京都 町田市 野津田町２０３５ 株式会社ゼルビア 東京都 町田市 大蔵町５５０ 2020年6月5日

1000465
2020明治安田生命J1リーグ 横浜F・マリノス ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年4月4日 日産スタジアム 神奈川県 横浜市 港北区小机町３３００ 横浜マリノス株式会社 神奈川県 横浜市 港北区新横浜２－６－３ ＤＳＭ新横浜ビル５階 2020年6月5日

1000466 JAPAN JAM 2020 音楽 2020年5月4日 2020年5月6日 千葉市蘇我スポーツ公園 千葉県 千葉市 中央区川崎町１－２０ 株式会社ロッキング・オン・ジャパン 東京都 渋谷区 渋谷２－２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア ２７Ｆ 2020年6月5日

1000467 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2020 音楽 2020年8月8日 2020年8月10日 国営ひたち海浜公園 茨城県 ひたちなか市 馬渡字大沼６０５ー４ 株式会社ロッキング・オン・ジャパン 東京都 渋谷区 渋谷２－２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア ２７Ｆ 2020年6月5日

1000468 2020明治安田生命J2リーグ 栃木SCホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年4月29日 栃木県グリーンスタジアム 栃木県 宇都宮市 清原工業団地３２ 株式会社栃木サッカークラブ 栃木県 宇都宮市 二番町１－７ 2020年6月5日

1000469 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（東京） 音楽 2020年6月19日 2020年6月19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ー２０ー２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日



1000470 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（千葉） 音楽 2020年6月25日 2020年6月25日 千葉市民会館 大ホール 千葉県 千葉市 中央区要町１－１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000471 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（埼玉） 音楽 2020年6月28日 2020年6月28日 飯能市市民会館 大ホール 埼玉県 飯能市 大字双柳１番地の１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000472 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（大阪） 音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 すばるホール 大ホール 大阪府 富田林市 桜ケ丘町２番８号 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000473 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（愛知） 音楽 2020年6月21日 2020年6月21日 三井住友海上しらかわホール 愛知県 名古屋市 中区栄２－９－１５ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000474 熱狂！ヤヴォルカイ兄弟（静岡） 音楽 2020年6月27日 2020年6月27日 菊川文化会館アエル 大ホール 静岡県 菊川市 本所２４８８－２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000475 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（千葉） 舞踊 2020年7月17日 2020年7月17日 千葉市民会館 大ホール 千葉県 千葉市 中央区要町１－１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000476 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（群馬） 舞踊 2020年7月20日 2020年7月20日
昌賢学園まえばしホール（前橋市民文

化会館）大ホール
群馬県 前橋市 南町三丁目６２番地１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000477
キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（東京都文京

区）
舞踊 2020年7月21日 2020年7月22日 文京シビックホール 大ホール 東京都 文京区 春日１－１６－２１文京シビックセンター 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000478 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（静岡） 舞踊 2020年7月23日 2020年7月23日
静岡市清水文化会館マリナート 大ホー

ル
静岡県 静岡市 清水区島崎町２１４ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000479 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（豊橋） 舞踊 2020年7月24日 2020年7月24日 アイプラザ豊橋 愛知県 豊橋市 草間町字東山１４３－６ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000480 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（大阪） 舞踊 2020年7月25日 2020年7月25日 NHK大阪ホール 大阪府 大阪市 中央区大手前４丁目１番２０号 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000481 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（京都） 舞踊 2020年7月26日 2020年7月26日 ロームシアター京都 メインホール 京都府 京都市 左京区岡崎最勝寺町１３ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000482 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（愛知） 舞踊 2020年7月28日 2020年7月28日 愛知県芸術劇場 大ホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000483
キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（東京都八王子

市）
舞踊 2020年7月30日 2020年7月30日 オリンパスホール八王子 東京都 八王子市 子安町４－７－１サザンスカイタワー八王子 ４階 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000484 キエフ国立バレエ学校「コッペリア」（長野） 舞踊 2020年7月19日 2020年7月19日 長野市芸術館 メインホール 長野県 長野市 大字鶴賀緑町１６１３番地 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000485
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（茨城）
舞踊 2020年8月1日 2020年8月1日

結城市民文化センターアクロス 大ホー

ル
茨城県 結城市 中央町２－２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000486
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（福島）
舞踊 2020年8月2日 2020年8月2日

とうほう･みんなの文化センター（福

島県文化センター）大ホール
福島県 福島市 春日町５－５４ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000487
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（山形）
舞踊 2020年8月4日 2020年8月4日 山形市民会館 大ホール 山形県 山形市 香澄町２－９－４５ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000488
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（宮城）
舞踊 2020年8月5日 2020年8月5日 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 仙台市 青葉区国分町３－３－７ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000489
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（釧路）
舞踊 2020年8月8日 2020年8月8日

コーチャンフォー釧路文化ホール 大

ホール
北海道 釧路市 治水町１２－１０ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000490
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（帯広）
舞踊 2020年8月9日 2020年8月9日 帯広市民文化ホール 大ホール 北海道 帯広市 西５条南１１ 丁目４８番地２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000491
キエフ・バレエ・ガラ～華麗なるクラシックバレエ・

ハイライト～（札幌）
舞踊 2020年8月10日 2020年8月10日 札幌文化芸術劇場 hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビル２ １１階 2020年6月5日

1000492 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月4日 2020年4月26日 アダストリアみとアリーナ 茨城県 水戸市 緑町２－３－１０

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンター

テインメント
茨城県 水戸市 南町３－３－４０ 2020年6月5日

1000493 B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月20日 2020年3月21日 つくばカピオアリーナ 茨城県 つくば市 竹園１－１０－１

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンター

テインメント
茨城県 水戸市 南町３－３－４０ 2020年6月5日

1000494 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月19日 船橋アリーナ 千葉県 船橋市 習志野台７－５－１ 株式会社千葉ジェッツふなばし 千葉県 船橋市 湊町２丁目３－１７ 2020年6月5日

1000495 2020プレナスなでしこリーグカップ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月12日 2020年4月12日 多摩市立陸上競技場 東京都 多摩市 諏訪４－９

東京ヴェルディ株式会社（日テレ・東京

ヴェルディベレーザ）
東京都 稲城市 矢野口４０１５－１ 2020年6月5日

1000496 能を知る会鎌倉公演「野宮」「玉葛」 能楽 2020年7月11日 2020年7月11日 鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 長谷３－５－１３ 公益財団法人鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 長谷３－５－１３ 2020年6月5日

1000497 牧阿佐美バレヱ団公演「ノートルダム・ド・パリ」 舞踊 2020年3月14日 2020年3月15日 文京シビックホール 大ホール 東京都 文京区 春日１－１６－２１ 一般財団法人牧阿佐美バレヱ団 東京都 中野区 中野６－２７－１３ 2020年6月5日

1000498

みなとみらいアフタヌーンコンサート2020前期 伊藤

悠貴＆上原彩子 デュオ・リサイタル「オール・ラフ

マニノフ」

音楽 2020年5月15日 2020年5月15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6月5日

1000499 チョ・ソンジン ピアノ・リサイタル 音楽 2020年5月30日 2020年5月30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6月5日

1000500 ベルリン・フィル八重奏団 音楽 2020年5月30日 2020年5月30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6月5日

1000501

みなとみらいアフタヌーンコンサート２０２０前期

シャンドル＆アダム・ヤヴォルカイ「熱狂！ヤヴォル

カイ兄弟」

音楽 2020年6月18日 2020年6月18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6月5日

1000502 ウィーン少年合唱団（横浜） 音楽 2020年6月14日 2020年6月14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6月5日

1000503 華麗なるコンチェルト・シリーズ第14回 千住真理子 音楽 2020年4月18日 2020年4月18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6月5日

1000504 どん底～1947・東京～ 演劇 2020年4月9日 2020年4月19日
紀伊國屋サザンシアター

TAKASHIMAYA
東京都 渋谷区 千駄ケ谷５丁目２４－２ タカシマヤタイムズスクエア南館７Ｆ 株式会社劇団民藝 神奈川県 川崎市 麻生区黒川６４９－１ 2020年6月5日

1000505

みなとみらいアフタヌーンコンサート２０２０前期

「モーストリー・ショパン」清水和音 ピアノ・リサ

イタル

音楽 2020年5月13日 2020年5月13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6月5日

1000506 TUBE LIVE AROUND SPEAL 2020 音楽 2020年7月25日 2020年7月25日 阪神甲子園球場 兵庫県 西宮市 甲子園町１－８２ 株式会社ホワイトミュージック 東京都 港区 西麻布３－１５－９ 2020年6月5日

1000507
2020明治安田生命J2リーグ ジュビロ磐田ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年4月4日 ヤマハスタジアム 静岡県 磐田市 新貝２５００ 株式会社ジュビロ 静岡県 磐田市 新貝２５００ 2020年6月5日

1000508 観世九皐会 3月定例会 能楽 2020年3月8日 2020年3月8日 矢来能楽堂 東京都 新宿区 矢来町６０番地 公益社団法人観世九皐会 東京都 新宿区 矢来町６０番地 2020年6月5日

1000509 CONTACT vol.2～千田京平 2nd fan meeting～ 音楽 2020年3月18日 2020年3月18日 銀座博品館劇場 東京都 中央区 銀座８－８－１１ 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３階 2020年6月5日

1000510 スリーピークス八ヶ岳トレイル
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月6日 2020年6月7日 三分一湧水館 山梨県 北杜市 長坂町小荒間２９２－１ スリーピークス八ヶ岳トレイル実行委員会 山梨県 甲斐市 竜王新町１０７８ シャーメゾン内藤Ａ２０１ 2020年6月5日

1000511
2020明治安田生命J3リーグ ロアッソ熊本 ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年4月5日 えがお健康スタジアム 熊本県 熊本市 東区平山町２７７６

株式会社アスリートクラブ熊本（ロアッソ

熊本）
熊本県 熊本市 中央区神水２－１０－１０ 2020年6月5日

1000512
2020明治安田生命J3リーグガイナーレ鳥取ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年5月17日 2020年5月17日 チュウブYAJINスタジアム 鳥取県 米子市 安倍1-1 株式会社SC鳥取(ガイナーレ鳥取) 鳥取県 鳥取市 南隈４１８ 2020年6月5日

1000513
2020明治安田生命J1リーグ 浦和レッドダイヤモンズ

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月18日 埼玉スタジアム２００２ 埼玉県 さいたま市 緑区美園二丁目１番地 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 埼玉県 さいたま市 緑区美園二丁目１番地 2020年6月5日

1000514 第２８回びわ湖長浜ツーデーマーチ
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月9日 2020年5月10日 長浜市豊公園 および周辺一帯 滋賀県 長浜市 公園町１０－５７ びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会 滋賀県 長浜市 宮司町１２０３番地 長浜市民体育館内 2020年6月5日

1000515
2020明治安田生命J2リーグ レノファ山口ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月19日 維新みらいふスタジアム 山口県 山口市 維新公園４丁目１－１ 株式会社レノファ山口 山口県 山口市 赤妻町３－５ 2020年6月5日

1000516
2020明治安田生命Ｊ1リーグ 大分トリニータホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月18日 昭和電工ドーム大分 大分県 大分市 大字横尾１３５１番地

株式会社大分フットボールクラブ（大分ト

リニータ）
大分県 大分市 大字横尾１６２９番地 2020年6月5日

1000517
2020ＪリーグＹＢＣルヴァンカップグループステージ

大分トリニータホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月26日 2020年2月26日 昭和電工ドーム大分 大分県 大分市 大字横尾１３５１番地

株式会社大分フットボールクラブ（大分ト

リニータ）
大分県 大分市 大字横尾１６２９番地 2020年6月5日

1000518 弧の会×若獅子会 その他の伝統芸能 2020年3月7日 2020年3月7日 富山市芸術文化ホール 富山県 富山市 牛島町９番２８号 公益財団法人富山市民文化事業団 富山県 富山市 牛島町９番２８号 2020年6月5日

1000519 つじあやの Live in プラネタリウム 音楽 2020年3月19日 2020年3月19日 富山市科学博物館 プラネタリウム 富山県 富山市 西中野町一丁目８－３１ 公益財団法人富山市民文化事業団 富山県 富山市 牛島町９番２８号 2020年6月5日

1000520 お勢、断行 演劇 2020年3月14日 2020年3月14日 春日井市民会館 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 公益財団法人かすがい市民文化財団 愛知県 春日井市 鳥居松町５丁目４４番地 2020年6月5日

1000521 脚本で観る日本映画史 映画 2020年3月14日 2020年6月27日 アテネ・フランセ文化センター 東京都 千代田区 神田駿河台２－１１ アテネ・フランセ４Ｆ 協同組合日本シナリオ作家協会 東京都 港区 赤坂５－４－１６ シナリオ会館８階 2020年6月5日

1000522 能を知る会東京公演「土蜘蛛」 能楽 2020年6月21日 2020年6月21日 国立能楽堂 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷４－１８－１ 公益財団法人鎌倉能舞台 神奈川県 鎌倉市 長谷３－５－１３ 2020年6月5日

1000523 2020明治安田生命J3リーグ FC岐阜ホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年3月22日 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 岐阜県 岐阜市 長良福光大野２６７５－２８ 株式会社岐阜フットボールクラブ 岐阜県 岐阜市 長良福光２０７０－７ 長良川スポーツプラザ１階 2020年6月12日

1000524
2020JリーグYBCルヴァンカップ柏レイソルホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年4月8日 三協フロンテア柏スタジアム 千葉県 柏市 日立台１丁目２番地５０号 株式会社日立柏レイソル 千葉県 柏市 日立台１丁目２番地５０号 2020年6月12日

1000525
2020明治安田生命J１リーグ 清水エスパルス ホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年4月29日 IAIスタジアム日本平 静岡県 静岡市 清水区村松３８８０－１ 株式会社エスパルス 静岡県 静岡市 清水区三保２６９５－１ 2020年6月12日

1000526
２０２０ＪリーグYBCルヴァンカップ 清水エスパル

ス ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年4月8日 IAIスタジアム日本平 静岡県 静岡市 清水区村松３８８０－１ 株式会社エスパルス 静岡県 静岡市 清水区三保２６９５－１ 2020年6月12日

1000527
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」HEAVEN’

S ROCK さいたま新都心VJ-3
音楽 2020年3月27日 2020年5月10日

HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-

3
埼玉県 さいたま市 中央区上落合４丁目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6月12日

1000528
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」郡山

HIPSHOT JAPAN
音楽 2020年4月4日 2020年5月17日 郡山 HIPSHOT JAPAN 福島県 郡山市 清水台１丁目６－１６ 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6月12日

1000529
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」仙台

Rensa
音楽 2020年4月5日 2020年5月18日 仙台Rensa 宮城県 仙台市 青葉区一番町４丁目９－１８ ＴＩＣビル ７Ｆ 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6月12日

1000530
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」NAGOYA

ReNY limited
音楽 2020年4月11日 2020年4月11日 NAGOYA ReNY limited 愛知県 名古屋市 中区栄３丁目１５－２０ エンゼルビル 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6月12日

1000531 Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」金沢AZ 音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 金沢AZ 石川県 金沢市 鱗町１０７ 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6月12日

1000532
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」DRUM

LOGOS
音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 DRUM LOGOS 福岡県 福岡市 中央区舞鶴１丁目８－２５ 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6月12日

1000533
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」DRUM

Be-7
音楽 2020年4月19日 2020年4月19日 DRUM Be-7 長崎県 長崎市 栄町５－５ ＦＭ長崎ビル 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6月12日

1000534
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」UMEDA

CLUB QUATTRO
音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 UMEDA CLUB QUATTRO 大阪府 大阪市 北区太融寺町８－１ 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6月12日

1000535 Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」京都 FANJ 音楽 2020年4月26日 2020年4月26日 京都FANJ 京都府 京都市 左京区上高野車地町１０１ 備前屋ビル Ｂ１Ｆ 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6月12日

1000536
Plastic Tree Spring Tour2020「十色定理」KT Zepp

Yokohama
音楽 2020年5月6日 2020年5月6日 KT ZEPP YOKOHAMA 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい４丁目３－８ 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6月12日

1000537 CHERR UP vol.3～EAR AND EYE～ 音楽 2020年4月5日 2020年4月5日 大塚Live House Hearts+ 東京都 豊島区 北大塚２－１６－７セイコーガーデン１１大塚Ｂ１ 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6月12日



1000538 ドールショウ59春浅草、ドールショウ60夏浅草
その他参加型文化

芸術イベント
2020年3月15日 2020年6月7日 都立産業貿易センター台東館 東京都 台東区 花川戸２－６－５ ドールショウ事務局 神奈川県 横浜市 磯子区磯子7-12-24 2020年6月12日

1000539 横浜バレエフェスティバル２０２０ 舞踊 2020年8月1日 2020年8月1日 神奈川県民ホール 神奈川県 横浜市 中区山下町３－１ 株式会社ソイプランニング 神奈川県 横浜市 港北区仲手原２－４５－６ １Ｆ  2020年6月12日

1000540 三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ 音楽 2020年5月10日 2020年5月10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6月12日

1000541
2020明治安田生命J2リーグ 東京ヴェルディホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月14日 味の素スタジアム 東京都 調布市 西町３７６番地３ 東京ヴェルディ株式会社 東京都 稲城市 矢野口４０１５－１ 2020年6月12日

1000542
2020明治安田生命J2リーグ 大宮アルディージャホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月18日

NACK5スタジアム大宮（大宮公園サッ

カー場）
埼玉県 さいたま市 大宮区高鼻町４

エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ

株式会社（大宮アルディージャ）
埼玉県 さいたま市 西区西大宮４－２５－３ 2020年6月12日

1000543
東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」～大いなる愛の讃

歌～
舞踊 2020年7月18日 2020年7月19日 新国立劇場オペラパレス 東京都 渋谷区 本町１－１－１ 公益財団法人東京シティ・バレエ団 東京都 江東区 森下１－６－１４－３０３ 2020年6月12日

1000544
2020明治安田生命J2リーグ ファジアーノ岡山ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年3月29日 シティライトスタジアム 岡山県 岡山市 北区いずみ町２－１－１１ 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 岡山県 岡山市 東区升田６１４－１１ 2020年6月12日

1000545 ヴィオラスペース2020仙台 音楽 2020年5月22日 2020年5月22日 宮城野区文化センター 宮城県 仙台市 宮城野区五輪２－１２－７０ 株式会社テレビマンユニオン 東京都 渋谷区 神宮前５－５３－６７ 2020年6月12日

1000546
ヴィオラスペース2020 vol.29 コンサートⅠ（紀尾井

ホール）
音楽 2020年5月26日 2020年5月26日 紀尾井ホール 東京都 千代田区 紀尾井町６－５ 株式会社テレビマンユニオン 東京都 渋谷区 神宮前５－５３－６７ 2020年6月12日

1000547
ヴィオラスペース2020 vol.29 コンサートⅡ（上野学

園 石橋メモリアルホール）
音楽 2020年5月27日 2020年5月27日 上野学園 石橋メモリアルホール 東京都 台東区 東上野４－２４－１２ 株式会社テレビマンユニオン 東京都 渋谷区 神宮前５－５３－６７ 2020年6月12日

1000548 ヴィオラスペース2020大阪 音楽 2020年5月29日 2020年5月29日
あいおいニッセイ同和損保ザ・フェ

ニックスホール
大阪府 大阪市 北区西天満４－１５－１０ 株式会社テレビマンユニオン 東京都 渋谷区 神宮前５－５３－６７ 2020年6月12日

1000549 第1回 FunTrails Round みなの 50K/25K
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月20日 2020年6月21日 皆野スポーツ公園 埼玉県 秩父郡皆野町 大字下田野 第1回 FTRみなの実行委員会 埼玉県 入間郡三芳町 藤久保８２６－１９シャトータカハシ１０１ 2020年6月12日

1000550
2020明治安田生命J1リーグ ガンバ大阪ホームゲーム

年間パス対象試合

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年4月4日

パナソニックスタジアム吹田（市立吹

田サッカースタジアム）
大阪府 吹田市 千里万博公園３－３ 株式会社ガンバ大阪 大阪府 吹田市 千里万博公園３－３ 2020年6月12日

1000551
2020JリーグYBCルヴァンカップ ガンバ大阪ホーム

ゲーム年間パス対象試合

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年4月8日

パナソニックスタジアム吹田（市立吹

田サッカースタジアム）
大阪府 吹田市 千里万博公園３－３ 株式会社ガンバ大阪 大阪府 吹田市 千里万博公園３－３ 2020年6月12日

1000552 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年3月8日 ナイスアリーナ 秋田県 由利本荘市 石脇字田尻野１８番地 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 秋田県 秋田市 中通７丁目１番２ー３号 秋田ノーザンゲートスクエア２Ｆ 2020年6月12日

1000553 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月21日 2020年3月22日 タクミアリーナ 秋田県 大館市 上代野字八幡岱２９番地４号 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 秋田県 秋田市 中通７丁目１番２－３号 秋田ノーザンゲートスクエア２Ｆ 2020年6月12日

1000554 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月25日 2020年4月19日 秋田県立体育館 秋田県 秋田市 八橋運動公園１－１２ 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 秋田県 秋田市 中通７丁目１番２－３号 秋田ノーザンゲートスクエア２Ｆ 2020年6月12日

1000555
宮城野区文化センター室内楽セレクション Music from

PaToNa
音楽 2020年7月30日 2020年10月30日 宮城野区文化センター 宮城県 仙台市 宮城野区五輪二丁目１２－７０ 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 宮城県 仙台市 宮城野区五輪二丁目１２－７０ 2020年6月12日

1000556 2020明治安田生命Ｊ2リーグ愛媛FCホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月28日 ニンジニアスタジアム 愛媛県 松山市 上野町乙４６番地 株式会社愛媛FC 愛媛県 松山市 三町三丁目１２番１４号 2020年6月12日

1000557 仮面ライダースーパーライブ2020 兵庫伊丹公演 演劇 2020年6月20日 2020年6月20日
東リ いたみホール（伊丹市立文化会

館）
兵庫県 伊丹市 宮ノ前１－１－３ 公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 兵庫県 伊丹市 宮ノ前１－１－３ 2020年6月12日

1000558
前進座五月国立劇場公演『操り三番叟』『俊寛』『た

が屋の金太』
歌舞伎 2020年5月9日 2020年5月20日 国立劇場大劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 一般社団法人劇団前進座 東京都 武蔵野市 吉祥寺南町２－４－３ 前進座ビル 2020年6月12日

1000559 天満天神繁昌亭（朝席、昼席、夜席、乙夜寄席） 落語 2020年3月3日 2020年6月30日 天満天神繁昌亭 大阪府 大阪市 北区天神橋２－１－３４ 公益社団法人上方落語協会 大阪府 大阪市 北区天満４－１２－７ 2020年6月12日

1000560 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月11日 2020年4月19日

北海きたえーる（北海道立総合体育セ

ンター）
北海道 札幌市 豊平区豊平５条１１丁目１番１号 株式会社レバンガ北海道 北海道 札幌市 厚別区大谷地東２丁目５－６０ ２階 2020年6月12日

1000561 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年3月8日

よつ葉アリーナ十勝（帯広市総合体育

館）
北海道 帯広市 大通北１丁目１番地 株式会社レバンガ北海道 北海道 札幌市 厚別区大谷地東２丁目５－６０ ２階 2020年6月12日

1000562 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月1日 2020年4月1日

北ガスアリーナ札幌４６（札幌市中央

体育館）
北海道 札幌市 中央区北４条東６丁目 株式会社レバンガ北海道 北海道 札幌市 厚別区大谷地東２丁目５－６０ ２階 2020年6月12日

1000563 東日本大震災復興支援コンサート 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 めぐろパーシモンホール 小ホール 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 2020年6月12日

1000564 未来の音 vol.30 佐藤晴真（チェロ） 音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 めぐろパーシモンホール 小ホール 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 2020年6月12日

1000565 2020スポニチ佐渡ロングライド210
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月16日 2020年5月17日 佐渡市河原田小学校グラウンド 新潟県 佐渡市 河原田本町２６２ 一般財団法人佐渡市スポーツ協会 新潟県 佐渡市 吉岡１６７５ 佐渡スポーツハウス内 2020年6月12日

1000566 めぐろで第九2020 音楽 2020年6月28日 2020年6月28日 めぐろパーシモンホール 大ホール 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 東京都 目黒区 八雲１－１－１ 2020年6月12日

1000567
明治安田生命Ｊ３リーグ カマタマーレ讃岐 ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年4月5日

香川県立丸亀競技場(pikaraスタジア

ム)
香川県 丸亀市 金倉町８３０ 株式会社カマタマーレ讃岐 香川県 高松市 西春日町１０５９番地１３ 2020年6月12日

1000568
第13回 全農 日本ミックスダブルスカーリング選手権大

会

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月25日 2020年3月1日 どうぎんカーリングスタジアム 北海道 札幌市 豊平区月寒東１条９丁目 公益社団法人日本カーリング協会 東京都 新宿区 霞ヶ丘町４番２号ジャパンスポーツオリンピックスクエア５０４ 2020年6月12日

1000569 江戸糸あやつり人形 結城座《古典劇場》 その他の芸能 2020年2月29日 2020年3月1日 武蔵野芸能劇場 東京都 武蔵野市 中町１丁目１５番１０号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000570 三遊亭小遊三のスイング寄席 落語 2020年3月3日 2020年3月3日 武蔵野スイングホール 東京都 武蔵野市 境２丁目１４番１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000571
【昼間のお気軽コンサート】北村朋幹 ピアノ・リサ

イタル
音楽 2020年3月5日 2020年3月5日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000572 第６３回松露寄席 三遊亭遊雀 落語・独演会 落語 2020年3月8日 2020年3月8日 松露庵 東京都 武蔵野市 桜堤１丁目４番２２号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000573 松露の「茶の湯」（３月） 茶道 2020年3月15日 2020年3月15日 松露庵 東京都 武蔵野市 桜堤１丁目４番２２号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000574 ミュンヘン交響楽団 音楽 2020年3月19日 2020年3月19日 武蔵野市民文化会館大ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000575
マーティン・セッチェル パイプオルガン・コンサー

ト
音楽 2020年3月21日 2020年3月21日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000576 須川展也 サックス・リサイタル 音楽 2020年3月26日 2020年3月26日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000577 第１４２回武蔵野寄席《春》 落語 2020年4月4日 2020年4月4日 武蔵野公会堂 東京都 武蔵野市 吉祥寺南町１丁目６番２２号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000578 アレクシス・カルデナス・カルテット 音楽 2020年4月7日 2020年4月7日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000579 松露の「茶の湯」（４月） 茶道 2020年4月12日 2020年4月12日 松露庵 東京都 武蔵野市 桜堤１丁目４番２２号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000580 ユーレ・プカル ジャズ・サックス・トリオ 音楽 2020年4月14日 2020年4月14日 武蔵野スイングホール 東京都 武蔵野市 境２丁目１４番１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000581 ジョバンニ・ミラバッシ ジャズ・ピアノ・トリオ 音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 武蔵野スイングホール 東京都 武蔵野市 境２丁目１４番１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000582 "ロシアの新星” ガラ・コンサート 音楽 2020年4月20日 2020年4月20日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000583 アロド弦楽四重奏団 音楽 2020年4月21日 2020年4月21日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000584 ドミトリー・マスレーエフ ピアノ・リサイタル 音楽 2020年4月26日 2020年4月26日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000585
魅惑のパイプオルガン～聴くオルガン、見るオルガン

～
音楽 2020年5月2日 2020年5月2日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000586 コンスタンチン・リフシッツ ピアノ・リサイタル 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000587
マルコ・メンコポーニ チェンバロ＆オルガン・リサ

イタル
音楽 2020年5月11日 2020年5月11日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000588
ジェローム・サバク＆ダニー・グリセット ジャズ・

デュオ・ライブ
音楽 2020年5月15日 2020年5月15日 武蔵野スイングホール 東京都 武蔵野市 境２丁目１４番１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000589 第６４回松露寄席 神田阿久鯉 講談・独演会 講談 2020年5月16日 2020年5月16日 松露庵 東京都 武蔵野市 桜堤１丁目４番２２号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000590
ジクモント・サットマリー パイプオルガン・リサイ

タル
音楽 2020年5月17日 2020年5月17日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000591 アンドレアス・ヘフリガー ピアノ・リサイタル 音楽 2020年5月18日 2020年5月18日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000592
アルベナ・ダナイローヴァ ヴァイオリン・リサイタ

ル
音楽 2020年5月22日 2020年5月22日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000593 ガブリエル・クロイトル ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年5月25日 2020年5月25日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000594
バーデンバーデン 南西ドイツ・フィルハーモニー管

弦楽団
音楽 2020年5月29日 2020年5月29日 武蔵野市民文化会館大ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000595 キャロル・ウェルスマン＆ニッキ・バロット 音楽 2020年5月30日 2020年5月30日 武蔵野スイングホール 東京都 武蔵野市 境２丁目１４番１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000596 アレクサンダー・クリッヒェル ピアノ・リサイタル 音楽 2020年6月1日 2020年6月1日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000597 ガボール・タルケヴィ トランペット・リサイタル 音楽 2020年6月4日 2020年6月4日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000598 スパニッシュ・ブラス 音楽 2020年6月15日 2020年6月15日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000599
松居直美 J.S.バッハ：オルガン作品全曲演奏会《第10

回》
音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000600 トリニティ アイリッシュ・ダンス・ショー 舞踊 2020年6月22日 2020年6月22日 武蔵野市民文化会館大ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000601 カウナン～いにしえの欧州の響き 民族音楽バンド 音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000602
松居直美 J.S.バッハ：オルガン作品全曲演奏会《第11

回》
音楽 2020年10月24日 2020年10月24日 武蔵野市民文化会館小ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月12日

1000603 パルクシネマ103 引っ越し大名！ 映画 2020年4月10日 2020年4月10日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年6月12日

1000604 大阪交響楽団 羽川英樹と行く映画音楽の世界！ 音楽 2020年4月29日 2020年4月29日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年6月12日

1000605 パルクシネマ104 男はつらいよ50 お帰り寅さん 映画 2020年6月5日 2020年6月5日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年6月12日

1000606 水谷千重子 ありがとうコンサートin 京都城陽 音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年6月12日



1000607
JAM Project 20th Anniversary Tour The Age of

Dragon Knights
音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年6月12日

1000608 エキサイティングダンスフェア2020 舞踊 2020年7月19日 2020年7月19日 東京プリンスホテル 東京都 港区 芝公園３丁目３－１ 一般社団法人日本舞踏教師協会 東京都 豊島区   巣鴨２－９－２５ クリエイトビル２Ｆ 2020年6月12日

1000609

大阪コレギウム・ムジクム第122回大阪定期公演《創立

45周年記念》大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団

〈現代（いま）の音楽～Music of Our Time～〉シリー

ズVol.30

音楽 2020年7月19日 2020年7月19日 住友生命いずみホール 大阪府 大阪市 中央区城見１丁目４－７０ 一般社団法人大阪コレギウム・ムジクム 大阪府 大阪市 中央区大手通１丁目１－１３ 2020年6月12日

1000610 米村でんじろうサイエンスショー おもしろ科楽館
その他参加型文化

芸術イベント
2020年5月31日 2020年5月31日 森町文化会館 静岡県 周智郡森町 森１４８５番地 森町ミキホール文化振興会 静岡県 周智郡森町 森１４８５番地 2020年6月12日

1000611 想い出のチェーホフ 演劇 2020年6月20日 2020年7月1日
紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨ

ＩＭＡＹＡ
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２４－２ タカシマヤタイムズスクエア南館７Ｆ 株式会社劇団民藝 神奈川県 川崎市 麻生区黒川６４９－１ 2020年6月12日

1000612 ジャパニーズウイスキーフェスティバル2020 食文化 2020年7月5日 2020年7月5日
EBiS303 イベントホール及びカン

ファレンススペース
東京都 渋谷区 恵比寿１丁目２０－８ エビススバルビル 株式会社ウイスキー文化研究所 東京都 渋谷区 広尾５－２３－６ 長谷部第１０ビル ２Ｆ 2020年6月12日

1000613 丘みどりコンサート2020 演魅 Vol.2 歌唱 2020年6月21日 2020年6月21日 森町文化会館 静岡県 周智郡森町 森１４８５番地 森町ミキホール文化振興会 静岡県 周智郡森町 森１４８５番地 2020年6月12日

1000614 2020明治安田生命J3リーグ Y.S.C.C.ホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月15日 2020年6月7日 ニッパツ三ツ沢球技場 神奈川県 横浜市 神奈川区三ッ沢西町３－１ 

特定非営利活動法人横浜スポーツ&カル

チャークラブ
神奈川県 横浜市 中区本牧ふ頭３ Ｕ．Ｓ．Ｓ．インターナショナル内  2020年6月19日

1000615 山形県総合文化芸術館 開館記念コンサート 音楽 2020年3月29日 2020年3月29日
やまぎん県民ホール（山形県総合文化

芸術館）
山形県 山形市 双葉町１丁目２番３８号

山形県総合文化芸術館オープニング事業等

実行委員会
山形県 山形市 松波２丁目８番１号 山形県観光文化スポーツ部新県民文化館活用・発信課内 2020年6月19日

1000616
B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ バンビシャス

奈良 vs 茨城ロボッツ

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年3月1日 金魚スクエア（大和郡山市総合公園） 奈良県 大和郡山市 矢田山町２ 株式会社バンビシャス奈良 奈良県 奈良市 餅飯殿町５番地 奈良もちいどのビル２階２０２号 2020年6月19日

1000617
B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ バンビシャス

奈良ホームゲーム＠ならアリ

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月28日 2020年4月12日

ならでんアリーナ（奈良市中央体育

館）
奈良県 奈良市 法蓮佐保山４丁目１番３号 株式会社バンビシャス奈良 奈良県 奈良市 餅飯殿町５番地 奈良もちいどのビル２階２０２号 2020年6月19日

1000618
B.LEAGUE 2019-20シーズン B2リーグ バンビシャス

奈良 vs ライジングゼファー福岡

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年3月15日

ジェイテクトアリーナ奈良（橿原公苑

第一体育館）
奈良県 橿原市 畝傍町５１ 株式会社バンビシャス奈良 奈良県 奈良市 餅飯殿町５番地 奈良もちいどのビル２階２０２号 2020年6月19日

1000619 春風亭一之輔 春爛漫京都独演会 落語 2020年4月19日 2020年4月19日 京都府立府民ホール「アルティ」 京都府 京都市 上京区 烏丸通一条下ル龍前町５９０－１ 株式会社オトノワ (otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２ ストークビル三条烏丸３０１ 2020年6月19日

1000620 柳家花緑独演会 落語 2020年6月18日 2020年6月18日 岡山市民文化ホール 岡山県 岡山市 中区小橋町１－１－３０ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０ 2020年6月19日

1000621 外山啓介ピアノリサイタル 音楽 2020年7月12日 2020年7月12日 岡山県立美術館 岡山県 岡山市 北区天神町８－４８ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０ 2020年6月19日

1000622 デザインあ展 in NAGASAKI 美術 2020年4月11日 2020年6月14日 長崎県美術館 長崎県 長崎市 出島町２－１ 株式会社長崎新聞社 長崎県 長崎市 茂里町３－１ 2020年6月19日

1000623
第33回レディストライアスロン選手権国営昭和記念公

園大会、第30回国営昭和記念公園トライアスロン大会

参加型スポーツイ

ベント
2020年6月28日 2020年6月28日 国営昭和記念公園 東京都 立川市 緑町３１７３ 公益社団法人日本トライアスロン連合 東京都 新宿区 霞ヶ丘４－２Ｊａｐａｎ Ｓｐｏｒｔ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｑｕａｒｅ７０８ 2020年6月19日

1000624 2020第４回いわて奥州きらめきマラソン
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月17日 2020年5月17日 前沢いきいきスポーツランド 岩手県 奥州市 前沢字阿部舘２７－１ いわて奥州きらめきマラソン実行委員会 岩手県 奥州市 江刺大通り１番８号 2020年6月19日

1000625 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月1日 ウカルちゃんアリーナ 滋賀県 大津市 におの浜４－２－１２ 株式会社滋賀レイクスターズ 滋賀県 大津市 におの浜４－７－５ オプテックスビル３Ｆ 2020年6月19日

1000626 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年3月15日 YMITアリーナ 滋賀県 草津市 野村３丁目３番２７号 株式会社滋賀レイクスターズ 滋賀県 大津市 におの浜４－７－５ オプテックスビル３Ｆ 2020年6月19日

1000627 中村文則トーク会 文学 2020年2月29日 2020年2月29日 東海市芸術劇場 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 東海市 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 2020年6月19日

1000628
東海市制５０周年記念 ベートーヴェン生誕２５０年

名フィル・ベートーヴェン「第九」特別記念公演
音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 東海市芸術劇場 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 東海市 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 2020年6月19日

1000629
2020明治安田生命Ｊ２リーグ ヴァンフォーレ甲府

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月29日 山梨中銀スタジアム 山梨県 甲府市 小瀬町８４０

株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラ

ブ
山梨県 甲府市 北口２-６-１０ 2020年6月19日

1000630
セントラル愛知交響楽団第１７６回、１７４回（振替

公演）、１７７回定期演奏会
音楽 2020年6月26日 2020年7月24日 三井住友海上しらかわホール 愛知県 名古屋市 中区栄２－９－１５ 一般社団法人セントラル愛知交響楽団 愛知県 名古屋市 中村区名駅南４－８－１７ ダイドー名駅南第２ビル ４０１ 2020年6月19日

1000631
2020明治安田生命J1リーグ ヴィッセル神戸ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年6月13日 2020年8月22日 ノエビアスタジアム神戸 兵庫県 神戸市 兵庫区御崎町１丁目２番２号 御崎公園内 楽天ヴィッセル神戸株式会社 兵庫県 神戸市 中央区海岸通１丁目２番３１号神戸フコク生命ビル４階 2020年6月19日

1000632 ギル・シャハム ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 紀尾井ホール 東京都 千代田区 紀尾井町６－５ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月19日

1000633
ミッコ・フランク指揮 フランス放送フィルハーモ

ニー管弦楽団（東京芸術劇場コンサートホール）
音楽 2020年6月3日 2020年6月3日 東京芸術劇場コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１-８-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月19日

1000634
ミッコ・フランク指揮 フランス放送フィルハーモ

ニー管弦楽団（サントリーホール）
音楽 2020年6月4日 2020年6月4日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１-１３-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月19日

1000635
テオドール・クルレンツィス指揮 ムジカエテルナ

（京都コンサートホール）
音楽 2020年4月10日 2020年4月10日 京都コンサートホール 京都府 左京区 下鴨半木町１-２６ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月19日

1000636
テオドール・クルレンツィス指揮 ムジカエテルナ

（サントリーホール）
音楽 2020年4月13日 2020年4月14日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１-１３-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月19日

1000637 読売日本交響楽団第229回土曜マチネーシリーズ 音楽 2020年7月4日 2020年7月4日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年6月19日

1000638 読売日本交響楽団第229回日曜マチネーシリーズ 音楽 2020年7月5日 2020年7月5日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年6月19日

1000639 読売日本交響楽団第600回定期演奏会 音楽 2020年7月14日 2020年7月14日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年6月19日

1000640 明治安田生命J3リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月22日 2020年6月14日

ソユースタジアム（秋田市八橋運動公

園陸上競技場）
秋田県 秋田市 八橋運動公園１－１０ 株式会社ブラウブリッツ秋田 秋田県 秋田市 山王三丁目１－７ 東カンビル１Ｆ 2020年6月19日

1000641 トリプル・ビル２０２０ 舞踊 2020年7月11日 2020年7月11日 ティアラこうとう大ホール 東京都 江東区 住吉２－２８－３６ 公益財団法人東京シティ・バレエ団 東京都 江東区 森下１－６－１４レックス森下３０３号室 2020年6月19日

1000642 北海道COMITIA12 同人誌即売会 2020年5月31日 2020年5月31日 札幌コンベンションセンター大ホール 北海道 札幌市 白石区東札幌６条１丁目１－１ エリシアンオフィス 北海道 札幌市 中央区北２条東２丁目１－３４ けいほくビレッジ２０４号室 2020年6月19日

1000643
第25回宮崎国際音楽祭（メディキット県民文化セン

ター）
音楽 2020年5月1日 2020年5月17日

メディキット県民文化センター（宮崎

県立芸術劇場）
宮崎県 宮崎市 船塚３丁目２１０番地 公益財団法人宮崎県立芸術劇場 宮崎県 宮崎市 船塚３丁目２１０番地 2020年6月19日

1000644
第25回宮崎国際音楽祭 サテライト・コンサート in 門

川（門川町総合文化会館）
音楽 2020年5月4日 2020年5月4日 門川町総合文化会館 宮崎県 門川町 南町６丁目１ 公益財団法人宮崎県立芸術劇場 宮崎県 宮崎市 船塚３丁目２１０番地 2020年6月19日

1000645
第25回宮崎国際音楽祭 サテライト・コンサート in 西

都（西都市民会館）
音楽 2020年5月6日 2020年5月6日 西都市民会館 宮崎県 西都市 小野崎２丁目４９ 公益財団法人宮崎県立芸術劇場 宮崎県 宮崎市 船塚３丁目２１０番地 2020年6月19日

1000646 キャッツ 東京 演劇 2020年7月1日 2020年8月30日 キャッツ・シアター 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000647 アラジン 東京 演劇 2020年7月7日 2020年8月30日 電通四季劇場［海］ 東京都 港区 東新橋１－８－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000648 ライオンキング 東京 演劇 2020年7月12日 2020年8月30日 四季劇場 [夏] 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000649 マンマ・ミーア！ 横浜 演劇 2020年6月28日 2020年8月10日 KAAT 神奈川芸術劇場〈ホール〉 神奈川県 横浜市 中区山下町２８１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000650 ライオンキング 名古屋 演劇 2020年6月28日 2020年8月30日 名古屋四季劇場 愛知県 名古屋市 中村区名駅南２－１１－１１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000651 リトルマーメイド 大阪 演劇 2020年7月12日 2020年8月30日 大阪四季劇場 大阪府 大阪市 北区梅田２－２－２２ ハービスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ ７階 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年6月19日

1000652
2020明治安田生命J1リーグ サガン鳥栖 ホームゲー

ム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月26日 2020年3月22日

駅前不動産スタジアム(鳥栖スタジア

ム）
佐賀県 鳥栖市 京町８１２ 株式会社サガン・ドリームス 佐賀県 鳥栖市 京町８１２ 2020年6月19日

1000653
2020明治安田生命J3リーグ AC長野パルセイロ

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月15日 2020年5月31日 長野Uスタジアム 長野県 長野市 篠ノ井東福寺３２０

株式会社長野パルセイロ・アスレチックク

ラブ
長野県 長野市 屋島３３００ 2020年6月19日

1000654
2020プレナスなでしこリーグカップ戦 AC長野パルセ

イロ・レディース ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月11日 2020年6月20日 長野Uスタジアム 長野県 長野市 篠ノ井東福寺３２０

株式会社長野パルセイロ・アスレチックク

ラブ
長野県 長野市 屋島３３００ 2020年6月19日

1000655
0歳から楽しめる親子のためのクラシックコンサート

「音楽の絵本」
音楽 2020年4月12日 2020年7月23日 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 2020年6月19日

1000656
小曽根真 featuring No Name Horses～Until We

Vanish 15×15～
音楽 2020年6月7日 2020年6月7日 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 2020年6月19日

1000657
南こうせつコンサートツアー2020 ～いつも歌があっ

た～
音楽 2020年8月8日 2020年8月8日 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 東広島芸術文化ホールくらら 広島県 東広島市 西条栄町７－１９ 2020年6月19日

1000658
2020明治安田生命J2リーグ 徳島ヴォルティス ホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年3月28日

鳴門・大塚スポーツパーク ポカリス

エットスタジアム
徳島県 鳴門市 撫養町立岩四枚６１ 徳島ヴォルティス株式会社 徳島県 板野郡板野町 犬伏字瓢谷２－２２ 2020年6月19日

1000659 第16回イマジン七夕コンサート 音楽 2020年7月7日 2020年7月7日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１
株式会社コンサートサービス（コンサート

イマジン）
東京都 新宿区 改代町３５ 2020年6月19日

1000660 読売日本交響楽団第634回名曲シリーズ 音楽 2020年7月16日 2020年7月16日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１ 公益財団法人読売日本交響楽団 東京都 千代田区 神田錦町３－２０錦町トラッドスクエア６階 2020年6月19日

1000661
2020明治安田生命Ｊ１リーグ 鹿島アントラーズホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月28日 2020年3月22日 茨城県立カシマサッカースタジアム 茨城県 鹿嶋市 神向寺後山２６－２ 株式会社鹿島アントラーズＦＣ 茨城県 鹿嶋市 粟生東山２８８７番地 2020年6月19日

1000662 DRUM TAO 2020 新作舞台 祭響saikyo 音楽 2020年5月24日 2020年5月24日 長崎ブリックホール 長崎県 長崎市 茂里町２番３８号 株式会社テレビ長崎 長崎県 長崎市 金屋町１番７号 2020年6月19日

1000663 爆笑！！お笑いフェスｉｎ出雲 漫才 2020年6月20日 2020年6月20日 出雲市民会館 大ホール 島根県 出雲市 塩冶有原町２丁目１５番地 グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年6月19日

1000664
サー・サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団(サン

トリーホール)
音楽 2020年9月30日 2020年10月1日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１-１３-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年6月26日

1000665 真打昇進記念 柳亭小痴楽独演会 落語 2020年5月30日 2020年5月30日
京都市男女共同参画センター ウィン

グス京都 イベントホール
京都府 京都市 中京区東洞院通六角下ル御射山町２６２ 株式会社山岡白竹堂 京都府 京都市 中京区麩屋町通六角上ル白壁町448番地 2020年6月26日

1000666 ティーファクトリー『４』シアタートラム公演 演劇 2020年5月29日 2020年6月7日 シアタートラム 東京都 世田谷区 太子堂４－１－１ 株式会社ティーファクトリー 東京都 新宿区 西新宿３－５－１２－４０５ 2020年6月26日

1000667 StudioAsterisk Cosplay photo exhibition 個展・公募展 2020年10月10日 2020年10月11日 スタジオアスタリスク 愛知県 名古屋市 南区内田橋２丁目３０－２２ トヨダコーポ２Ｆ スタジオアスタリスク 愛知県 名古屋市 南区内田橋２丁目３０－２２ トヨダコーポ２Ｆ 2020年6月26日

1000668 第143回武蔵野《七夕》寄席 落語 2020年7月12日 2020年7月12日 武蔵野公会堂 東京都 武蔵野市 吉祥寺南町１丁目６番２２号 公益財団法人 武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年6月26日

1000669
２０２０明治安田生命Ｊ１リーグ 川崎フロンターレ

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年3月22日 等々力陸上競技場 神奈川県 川崎市 中原区等々力１－１ 株式会社川崎フロンターレ 神奈川県 川崎市 高津区末長４－８－５２ 2020年6月26日

1000670 ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年3月4日 等々力陸上競技場 神奈川県 川崎市 中原区等々力１－１ 株式会社川崎フロンターレ 神奈川県 川崎市 高津区末長４－８－５２ 2020年6月26日

1000671 SUGOロードレース第2戦
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月10日 2020年5月10日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年6月26日

1000672 SUGO4ファンミーティング春
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月3日 2020年5月3日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年6月26日

1000673 SUGOファンキーエンデューロ
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月4日 2020年5月4日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年6月26日



1000674 SUGO2FunSpringStage
参加型スポーツイ

ベント
2020年5月5日 2020年5月5日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年6月26日

1000675 東京ニューシティ管弦楽団第132回定期演奏会 音楽 2020年7月18日 2020年7月18日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 一般社団法人東京ニューシティ管弦楽団 東京都 練馬区 東大泉３－２２－１５ シンフォニープラザ２Ｆ 2020年6月26日

1000676
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～福井公演
音楽 2020年2月29日 2020年3月1日 サンドーム福井 福井県 越前市 瓜生町５－１－１ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000677
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～愛媛公演
音楽 2020年3月7日 2020年3月8日 愛媛県武道館 愛媛県 松山市 市坪西町５５１ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000678
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～埼玉公演
音楽 2020年3月14日 2020年3月15日 さいたまスーパーアリーナ 埼玉県 さいたま市 中央区新都心８番地 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000679
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～宮城公演
音楽 2020年3月28日 2020年3月29日

宮城・セキスイハイムスーパーアリー

ナ
宮城県 宮城郡 利府町菅谷字舘４０－１ 宮城県総合運動公園内 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000680
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～静岡公演
音楽 2020年4月2日 2020年4月3日 静岡エコパアリーナ 静岡県 袋井市 愛野２３００－１ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000681
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～広島公演
音楽 2020年4月11日 2020年4月12日 広島グリーンアリーナ 広島県 広島市 中区基町４－１ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000682
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～北海道公演
音楽 2020年4月24日 2020年4月25日 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 北海道 札幌市 南区真駒内公園１－１ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000683
WANIMA COMINATCHA!! TOUR 2019-2020 ～ア

リーナ編～名古屋公演
音楽 2020年4月29日 2020年4月30日 ポートメッセなごや 第一展示館 愛知県 名古屋市 港区金城ふ頭２丁目２ 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 東京都 港区 北青山３－５－１２ 青山クリスタルビル４Ｆ 2020年6月26日

1000684 井上あずみ＆ゆーゆファミリーコンサート 音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 八幡浜市文化会館ゆめみかん 愛媛県 八幡浜市 保内町宮内１－１１８ 八幡浜市教育委員会 愛媛県 八幡浜市 保内町宮内１－２６０ 2020年6月26日

1000685
京都コンサートホール開館25周年事業 ロンドン交響

楽団 京都公演
音楽 2020年10月4日 2020年10月4日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都コンサートホール）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月26日

1000686
2020明治安田生命J1リーグ ベガルタ仙台 ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月29日 ユアテックスタジアム仙台 宮城県 仙台市 泉区七北田字柳７８ 株式会社ベガルタ仙台 宮城県 仙台市 青葉区本町３－６－１６ 魚信基ビル４Ｆ 2020年6月26日

1000687

京都コンサートホール×京都市交響楽団プロジェクト

Vol.1 「佐渡裕指揮バーンスタイン《交響曲第3番「カ

ディッシュ」》」

音楽 2020年11月22日 2020年11月22日 京都コンサートホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都コンサートホール）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月26日

1000688
『KCH的クラシック音楽のススメ』第2回「The Rev

Saxophone Quartet」
音楽 2020年7月22日 2020年7月22日

京都コンサートホール アンサンブル

ホールムラタ
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団

（京都コンサートホール）
京都府 京都市 左京区下鴨半木町１－２６ 2020年6月26日

1000689
2020明治安田生命J3リーグ 鹿児島ユナイテッドFC

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月15日 2020年3月15日 白波スタジアム 鹿児島県 鹿児島市 与次郎２－２－２ 株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクト 鹿児島県 鹿児島市 与次郎１－１０－２１－５Ｆ 2020年6月26日

1000690 山田武彦と東京室内歌劇場 Vol.5 音楽 2020年7月11日 2020年7月11日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１－３－３
株式会社コンサートサービス（コンサート

イマジン）
東京都 新宿区 改代町３５ 2020年6月26日

1000691 音楽座ミュージカル「SUNDAY（サンデイ）」 演劇 2020年7月23日 2020年7月26日 草月ホール 東京都 港区 赤坂７丁目２－２１ 株式会社ヒューマンデザイン 東京都 千代田区 六番町１２番地６ 2020年6月26日

1000692 恐竜どうぶつ園2020 ～Erth’s Dinosaur Zoo～
その他参加型文化

芸術イベント
2020年8月25日 2020年8月25日 諫早文化会館 大ホール 長崎県 諫早市 宇都町９－２ 株式会社テレビ長崎 長崎県 長崎市 金屋町１－７ 2020年6月26日

1000693 井上あずみファミリーコンサート 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日
海南市民交流センター ふれあいホー

ル
和歌山県 海南市 下津町下津５００－１ 株式会社ハートス・大揚興業共同事業体 和歌山県 海南市 下津町下津５００－１ 2020年6月26日

1000694

大阪コレギウム・ムジクム演奏会《創立45周年記念》

大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団受難週特別演

奏会

音楽 2020年4月5日 2020年4月5日 日本福音ルーテル大阪教会 大阪府 大阪市 中央区谷町３丁目１－６ 一般社団法人大阪コレギウム・ムジクム 大阪府 大阪市 中央区大手通１丁目１－１３ 2020年7月3日

1000695
第61回ワンコイン・コンサート「ムズリズム～ムズか

しいけどたのしいリズムの世界♪～」
音楽 2020年3月7日 2020年3月7日 大泉学園ゆめりあホール 東京都 練馬区 東大泉１－２９－１ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000696
第61回ワンコイン・コンサート「ダンスのリズムは永

遠なり」
音楽 2020年3月7日 2020年3月7日 大泉学園ゆめりあホール 東京都 練馬区 東大泉１－２９－１ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000697
フレッシュ名曲コンサート「ショパン＆ムソルグス

キー」
音楽 2020年3月8日 2020年3月8日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000698
第62回ワンコイン・コンサート「ＲＯＣＯこどもじゃ

ず」
音楽 2020年4月29日 2020年4月29日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000699 音楽映画名作選 映画 2020年5月9日 2020年5月9日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000700 第144回練馬区民寄席～さん喬・圓太郎・駒治～ 落語 2020年5月15日 2020年5月15日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000701
令和二年度（公社）全国公立文化施設協会主催 東コー

ス 松竹大歌舞伎
歌舞伎 2020年5月26日 2020年5月26日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000702 辻井伸行ピアノ・リサイタル オール・ショパン 音楽 2020年6月2日 2020年6月2日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000703
練馬区演奏家協会コンサート ショパンの想い～祖国

への愛
音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000704 横山幸雄プロデュース ピアノ貴公子たちのショパン 音楽 2020年6月27日 2020年6月27日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000705
山崎バニラの活弁ゆめ絵巻2020～スポーツ・サイレン

ト・コメディ
映画 2020年7月5日 2020年7月5日 大泉学園ゆめりあホール 東京都 練馬区 東大泉１－２９－１ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000706 イッセー尾形の妄ソー劇場 文豪シリーズ その3 演劇 2020年7月11日 2020年7月12日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000707 練馬音楽コンクール2020 音楽 2020年5月22日 2020年6月28日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000708 MINUE The Midnight Romance（東京） 音楽 2020年3月5日 2020年5月20日 Zepp Tokyo 東京都 江東区 青海１－３－１１ 株式会社TG entertainment 東京都 練馬区 豊玉北３－２４－２ 2020年7月3日

1000709 MINUE The Midnight Romance（大阪） 音楽 2020年3月6日 2020年5月22日 Zepp Namba 大阪府 大阪市 浪速区敷津東２－１－３９ 株式会社TG entertainment 東京都 練馬区 豊玉北３－２４－２ 2020年7月3日

1000710 Ｂ→Ｃ 會田瑞樹パーカション 音楽 2020年4月21日 2020年4月21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7月3日

1000711 Ｂ→Ｃ 勝山大輔クラリネット 音楽 2020年5月19日 2020年5月19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7月3日

1000712 Ｂ→Ｃ 景山梨乃ハープ 音楽 2020年6月16日 2020年6月16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7月3日

1000713
ピエール＝ロラン・エマール ベートーヴェン×メシア

ン
音楽 2020年6月24日 2020年6月24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7月3日

1000714 ラッパ屋第46回公演「コメンテーターズ」 演劇 2020年4月22日 2020年4月29日 紀伊國屋ホール 東京都 新宿区 新宿３－１７－７紀伊國屋書店新宿本店４Ｆ 有限会社鈴木聡事務所（ラッパ屋） 東京都 渋谷区 東３－２３－４ゼネラルビル渋谷東２０１（株）ニベル内 2020年7月3日

1000715
2020明治安田生命J2リーグ 京都サンガF.C. ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年4月12日 サンガスタジアム by KYOCERA 京都府 亀岡市 追分町

株式会社京都パープルサンガ（京都サンガ

F.C.）
京都府 城陽市 久世上大谷８９－１ 2020年7月3日

1000716
つながる和太鼓フェスティバル2020 和太鼓体験ワー

クショップ
音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000717
つながる和太鼓フェスティバル2020 みんなの和太鼓

ミニコンサート
音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000718
つながる和太鼓フェスティバル2020 魂を揺さぶる音

太鼓集団天邪鬼コンサート
音楽 2020年4月19日 2020年4月19日 練馬文化センター 大ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 公益財団法人 練馬区文化振興協会 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 2020年7月3日

1000719 第9回耕友会コンサート 音楽 2020年8月3日 2020年8月3日 東京芸術劇場 コンサートホール 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 東京合唱アライアンス耕友会 神奈川県 相模原市 中央区淵野辺２－７－１０ 2020年7月3日

1000720
イェルク・ヴィトマン（クラリネット） with クァル

テット・エクセルシオ
音楽 2020年3月9日 2020年3月9日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000721 ベアトリーチェ・ラナ（ピアノ） 音楽 2020年3月10日 2020年3月10日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000722
ニルス・メンケマイヤー（ヴィオラ）モーツァルト・

プロジェクト
音楽 2020年4月9日 2020年4月10日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000723
第278回市民の劇場小ホールピアノ開きコンサート 青

柳晋ピアノ・リサイタル
音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 関市文化会館 岐阜県 関市 桜本町２丁目３０番地１ 関市 岐阜県 関市 桜本町２丁目３０番地１ 2020年7月3日

1000724
関市洞戸・板取地域合同開催市民の劇場 板取川ほほ

えみ寄席特選落語会
落語 2020年3月15日 2020年3月15日

ほらどキウイプラザ内洞戸ふれあいセ

ンター
岐阜県 関市 洞戸市場２９４番地５ 関市 岐阜県 関市 桜本町２丁目３０番地１ 2020年7月3日

1000725
スーパーミラクルイリュージョン☆木下大サーカス新

潟公演
その他の芸能 2020年6月20日 2020年8月31日 新潟市産業振興センター前特設会場 新潟県 新潟市 中央区鐘木 株式会社新潟日報社 新潟県 新潟市 中央区万代3丁目1番1号 2020年7月3日

1000726
〈異才たちのピアニズム 8〉トーマス・ヘル（ピア

ノ）
音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000727
アレクサンドル・メルニコフ（チェンバロ、フォルテ

ピアノ、ピアノ） Plays Many Pianos
音楽 2020年4月22日 2020年4月22日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000728
横浜能楽堂・神奈川県立歴史博物館提携公演「井伊直

弼の作った能と狂言」
能楽 2020年2月29日 2020年2月29日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２ 番地 産業貿易 センタービル１階 2020年7月3日

1000729 横浜能楽堂企画公演「東次郎家伝十二番」第１２回 能楽 2020年3月1日 2020年3月1日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２番地 産業貿易センタービル１階 2020年7月3日

1000730 横浜能楽堂普及公演「横浜狂言堂」（３月公演） 能楽 2020年3月8日 2020年3月8日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２番地 産業貿易センタービル１階 2020年7月3日

1000731 横浜能楽堂普及公演「バリアフリー能」 能楽 2020年3月20日 2020年3月20日 横浜能楽堂 神奈川県 西区 紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２番地 産業貿易センタービル１階 2020年7月3日

1000732 横浜能楽堂普及公演「横浜狂言堂」（４月公演） 能楽 2020年4月12日 2020年4月12日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２番地 産業貿易センタービル１階 2020年7月3日

1000733 横浜能楽堂普及公演「横浜狂言堂」（５月公演） 能楽 2020年5月10日 2020年5月10日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ケ丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２番地 産業貿易センタービル１階 2020年7月3日

1000734 ジャニーヌ・ヤンセン（ヴァイオリン） 音楽 2020年5月12日 2020年5月12日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000735 アレッシオ・アレグリーニ（ホルン） 音楽 2020年5月26日 2020年5月26日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000736
〈エスポワール スペシャル 15〉 トマシュ・リッテル

（ピアノ、フォルテピアノ）
音楽 2020年7月4日 2020年7月4日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年7月3日

1000737 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」新潟公演 演劇 2020年6月20日 2020年6月20日 新潟テルサ 新潟県 新潟市 中央区鐘木１８５－１８ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000738 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」富山公演 演劇 2020年6月21日 2020年6月21日 富山オーバード・ホール 富山県 富山市 牛島町９－２８ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000739 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」広島公演 演劇 2020年6月27日 2020年6月27日 広島文化学園HBGホール 広島県 広島市 中区加古町３－３ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000740 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」福山公演 演劇 2020年6月28日 2020年6月28日
ふくやま芸術文化ホール リーデン

ローズ 大ホール
広島県 福山市 松浜町二丁目１番１０号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000741 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」茨城公演 演劇 2020年7月11日 2020年7月11日
結城市民文化センターアクロス 大

ホール
茨城県 結城市 中央町２－２ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日



1000742 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」埼玉公演 演劇 2020年7月12日 2020年7月12日
和光市民文化センターサンアゼリア

大ホール
埼玉県 和光市 広沢１－５ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000743 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」岐阜公演 演劇 2020年6月7日 2020年6月7日 長良川国際会議場 岐阜県 岐阜市 長良福光２６９５－２ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000744 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」豊田公演 演劇 2020年6月6日 2020年6月6日 豊田市民文化会館 大ホール 愛知県 豊田市 小坂町１２－１００ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000745 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」名古屋公演 演劇 2020年7月1日 2020年7月1日
日本特殊陶業市民会館 フォレスト

ホール
愛知県 名古屋市 中区金山１－５－１ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月3日

1000746

【芸創コラボ】名古屋市芸術創造センター連携企画公

演 名古屋二期会・名古屋オペラ協会・名古屋演奏家

ソサエティーによる芸創オペラ オペラ「月の影－源

氏物語－」

音楽 2020年3月7日 2020年3月8日 名古屋市芸術創造センター 愛知県 名古屋市 東区葵１丁目３－２７ 一般社団法人名古屋二期会 愛知県 名古屋市 瑞穂区妙音通４－４０ ＴＳ新瑞ビル２階 2020年7月3日

1000747 いわて盛岡シティマラソン2020
参加型スポーツイ

ベント
2020年10月25日 2020年10月25日 国立大学法人 岩手大学 岩手県 盛岡市 上田３丁目１８－３３ いわて盛岡シティマラソン実行委員会 岩手県 盛岡市 内丸１２番２号 2020年7月3日

1000748 第４回松本マラソン
参加型スポーツイ

ベント
2020年10月4日 2020年10月4日

松本市総合体育館前（スタート）～信

州スカイパーク陸上競技場（フィニッ

シュ）

長野県 松本市 美須々５－１ 松本市総合体育館内 松本マラソン実行委員会 長野県 松本市 美須々５－１ 松本市総合体育館内 2020年7月3日

1000749 2020佐渡国際トライアスロン大会
参加型スポーツイ

ベント
2020年9月4日 2020年9月7日 佐渡市河原田小学校グラウンド 新潟県 佐渡市 河原田本町２６２ 佐渡国際トライアスロン大会実行委員会 新潟県 佐渡市 吉岡１６７５ 佐渡スポーツハウス内 2020年7月3日

1000750 熱海五郎一座 Jazzyなさくらは裏切りのハーモニー 演劇 2020年6月2日 2020年6月30日 新橋演舞場 東京都 中央区 銀座６丁目１８番２号 松竹株式会社 東京都 中央区 銀座６丁目１８番２号 Ｂ１Ｆ 新橋演舞場 松竹事務所 2020年7月3日

1000751 第19回佐渡ジュニアトライアスロン大会
参加型スポーツイ

ベント
2020年9月5日 2020年9月5日 佐渡市河原田小学校グラウンド 新潟県 佐渡市 河原田本町２６２ 佐渡国際トライアスロン大会実行委員会 新潟県 佐渡市 吉岡１６７５ 佐渡スポーツハウス内 2020年7月3日

1000752 丘のまちびえいヘルシーマラソン２０２０
参加型スポーツイ

ベント
2020年6月14日 2020年6月14日 丸山運動公園陸上競技場 北海道 美瑛町 丸山１丁目１番９号

丘のまちびえいヘルシーマラソン実行委員

会
北海道 美瑛町 寿町２丁目３番１３号（美瑛町町民センター） 2020年7月3日

1000753
彩の国シェイクスピア･シリーズ第35弾「ヘンリー八

世」
演劇 2020年3月14日 2020年3月15日 北九州芸術劇場 大ホール 福岡県 北九州市 小倉北区室町１丁目１－１リバーウォーク北九州内 株式会社インプレサリオ 福岡県 福岡市 中央区大名１－１４－２８－４０２ 2020年7月3日

1000754 市川由紀乃コンサート２０２０ 音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 取手市立市民会館 茨城県 取手市 東１－１－５ 公益財団法人取手市文化事業団 茨城県 取手市 東１－１－５ 2020年7月3日

1000755 松之丞改め六代目神田伯山独演会 講談 2020年6月14日 2020年6月14日 取手市立市民会館 茨城県 取手市 東１－１－５ 公益財団法人取手市文化事業団 茨城県 取手市 東１－１－５ 2020年7月3日

1000756 取手ＪＡＺＺ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２０ 音楽 2020年5月9日 2020年5月10日 取手市立市民会館 茨城県 取手市 東１－１－５ 公益財団法人取手市文化事業団 茨城県 取手市 東１－１－５ 2020年7月3日

1000757 ザ・ドラマーズＦＩＮＡＬ ＤＲＵＭ ＴＡＯ その他の伝統芸能 2020年3月12日 2020年3月12日 取手市立市民会館 茨城県 取手市 東１－１－５ 公益財団法人取手市文化事業団 茨城県 取手市 東１－１－５ 2020年7月3日

1000758 第十七回博麗神社例大祭 同人誌即売会 2020年3月22日 2020年3月22日 ツインメッセ静岡 静岡県 静岡市 駿河区曲金３－１－１０ 株式会社ASH（博麗神社社務所） 東京都 千代田区 外神田６－１６－５ ミヤマビル４Ｆ 2020年7月3日

1000759 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」福岡公演 演劇 2020年7月19日 2020年7月19日 福岡サンパレス 福岡県 福岡市 博多区築港本町２番１号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000760 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」熊本公演 演劇 2020年7月17日 2020年7月17日
市民会館シアーズホーム夢ホール（熊

本市民会館）
熊本県 熊本市 中央区桜町１番３号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000761 Sapporo I・Doll VOL.6
その他の文化芸術

展示イベント
2020年7月25日 2020年7月25日 札幌市民交流プラザ 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 株式会社ユウメディア（スタジオYOU） 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年7月10日

1000762 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」東京公演 演劇 2020年5月27日 2020年5月31日 なかのZERO 大ホール 東京都 中野区 中野２－９－７ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月10日

1000763
ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェス

ティバル（東京公演）
音楽 2020年8月2日 2020年8月2日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１丁目１３－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000764
ズーラシアンブラス サマー・ミュージック・フェス

ティバル（大阪公演）
音楽 2020年8月8日 2020年8月8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３－３ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000765 ズーラシアンブラス夏まつり！ 音楽 2020年8月10日 2020年8月10日 信州国際音楽村 長野県 上田市 生田２９３７－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000766
サキソフォックスLIVE(サマー・ミュージック・フェス

ティバル)
音楽 2020年8月2日 2020年8月2日 サントリーホール ブルーローズ 東京都 港区 赤坂１丁目１３－１ 株式会社スーパーキッズ 神奈川県 相模原市 南区上鶴間本町４－４９－７ 2020年7月10日

1000767
フェドセーエフ指揮チャイコフスキー・シンフォ

ニー・オーケストラ札幌公演
音楽 2020年6月23日 2020年6月23日 札幌コンサートホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５丁目北日ビル第２大通２階 2020年7月10日

1000768 第10回渋谷・表参道 Women’s Run
その他のスポーツ

イベント
2020年3月22日 2020年3月22日 代々木公園野外音楽堂前広場 東京都 渋谷区 神南２丁目３ 渋谷・表参道Women's Run大会事務局 東京都 渋谷区 神宮前２－４－１２ ＤＴ外苑 2020年7月10日

1000769
サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン

2020
音楽 2020年6月6日 2020年6月21日 サントリーホール ブルーローズ 東京都 港区 赤坂１丁目１３番１号

公益財団法人サントリー芸術財団（サント

リーホール）
東京都 港区 赤坂１丁目１３番１号 2020年7月10日

1000770
中村勘九郎 中村七之助 錦秋特別公演2020（広島公

演）
歌舞伎 2020年9月19日 2020年9月19日 広島文化学園HBGホール 広島県 広島市 中区加古町3-3 株式会社テレビ新広島 広島県 広島市 南区出汐2－3－19 2020年7月10日

1000771 立川談春35周年記念独演会2020（広島独演会） 落語 2020年3月30日 2020年4月17日 JMSアステールプラザ大ホール 広島県 広島市 中区加古町4-17 株式会社テレビ新広島 広島県 広島市 南区出汐2－3－19 2020年7月10日

1000772 天満敦子ヴァイオリン・コンサート 音楽 2020年8月8日 2020年8月8日 札幌コンサートホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５丁目北日ビル第２大通２階 2020年7月10日

1000773
クラアク芸術堂Masterworks#04『ダブリンの鐘つき

カビ人間』
演劇 2020年5月21日 2020年5月24日 生活支援型文化施設コンカリーニョ 北海道 札幌市 西区八軒１条西１丁目 ザ・タワープレイス１Ｆ クラアク芸術堂企画運営委員会 北海道 札幌市 北区北１１条西３丁目２－２３－６３５ 2020年7月10日

1000774 錦織健 リサイタル 2020（4月公演） 音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 京都コンサートホール大ホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１番地の２６ 株式会社オトノワ (otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２ ストークビル三条烏丸３０１ 2020年7月10日

1000775 錦織健 リサイタル 2020 （9月振替公演） 音楽 2020年9月9日 2020年9月9日 京都コンサートホール大ホール 京都府 京都市 左京区下鴨半木町１番地の２６ 株式会社オトノワ (otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２ ストークビル三条烏丸３０１ 2020年7月10日

1000776 野村万作萬斎 狂言の現在2020 狂言三代 特別公演 能楽 2020年3月6日 2020年3月6日 横浜市市民文化会館関内ホール 神奈川県 横浜市 中住吉町４丁目４２－１ 株式会社アクセス 神奈川県 横浜市 中区南仲通３－３５ 2020年7月10日

1000777 XK徒祭２０２０ in 狭山 その他の芸能 2020年5月30日 2020年5月30日 狭山市市民会館 埼玉県 狭山市 入間川２丁目３３番１号 株式会社XK徒 埼玉県 狭山市 鵜ノ木８－１１ 2020年7月10日

1000778 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月8日 ハンナリーズアリーナ 京都府 京都市 右京区西京極新明町１

スポーツコミュニケーションKYOTO株式会

社（京都ハンナリーズ）
京都府 京都市 南区東九条西山町８ 2020年7月17日

1000779 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」宮城公演 演劇 2020年6月18日 2020年6月18日 東京エレクトロンホール宮城 宮城県 仙台市 青葉区国分町３－３－７ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000780 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」福島公演 演劇 2020年7月4日 2020年7月4日
とうほう・みんなの文化センター（福

島県文化センター） 大ホール
福島県 福島市 春日町５－５４ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000781 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」山形公演 演劇 2020年7月5日 2020年7月5日
やまぎん県民ホール（山形県総合文化

芸術館） 大ホール
山形県 山形市 双葉町１－２－３８ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000782 2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦
観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月18日 2020年4月19日 富士スピードウェイ 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 富士スピードウェイ株式会社 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 2020年7月17日

1000783
2020 AUTOBACS SUPER GT Round2 FUJI GT

500km RACE

観戦型スポーツイ

ベント
2020年5月3日 2020年5月4日 富士スピードウェイ 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 富士スピードウェイ株式会社 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 2020年7月17日

1000784
ピレリ スーパー耐久シリーズ 2020 第3戦 NAPAC 富

士 SUPER TEC 24時間レース

観戦型スポーツイ

ベント
2020年6月5日 2020年6月7日 富士スピードウェイ 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 富士スピードウェイ株式会社 静岡県 駿東郡小山町 中日向６９４ 2020年7月17日

1000785
2020明治安田生命J1リーグ北海道コンサドーレ札幌

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月7日 2020年4月18日 札幌ドーム 北海道 札幌市 豊平区羊ヶ丘１ 株式会社コンサドーレ 北海道 札幌市 西区宮の沢２条３丁目４－１ 2020年7月17日

1000786
2020JリーグYBCルヴァンカップ北海道コンサドーレ

札幌ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年4月8日 2020年4月8日 札幌ドーム 北海道 札幌市 豊平区羊ヶ丘１ 株式会社コンサドーレ 北海道 札幌市 西区宮の沢２条３丁目４－１ 2020年7月17日

1000787
＜Kitaraワールドソリストシリーズ＞サー・アンドラー

シュ・シフ ピアノリサイタル
音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 札幌コンサートホール 大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000788 Kitaraあ・ら・かると 音楽 2020年5月3日 2020年5月5日
札幌コンサートホール 大ホール・小

ホール
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000789
＜KitaraランチタイムコンサートⅠ＞ハンブルクトリオ

～春風薫る、ベートーヴェン
音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 札幌コンサートホール 小ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000790
Kitara＆札幌音楽家協議会連携プロジェクト 札幌の奏

響（ひびき）Ⅲ
音楽 2020年3月20日 2020年3月20日 札幌コンサートホール 小ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000791 オルガンサマーナイトコンサート 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 札幌コンサートホール 大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号
公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000792
＜KitaraランチタイムコンサートⅡ＞ワーヘリ ユー

フォニアム×テューバの魅力
音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 札幌コンサートホール 小ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000793 Kitaraのバースデイ～札響 with 安永 徹＆市野 あゆみ 音楽 2020年7月4日 2020年7月4日 札幌コンサートホール 大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号
公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000794 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」兵庫公演 演劇 2020年6月13日 2020年6月13日 神戸国際会館こくさいホール 兵庫県 神戸市 中央区御幸通８丁目１番６号 ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000795 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」大阪公演 演劇 2020年6月14日 2020年6月14日 フェニーチェ堺 大ホール 大阪府 堺市 堺区翁橋町２－１－１ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000796 Noism2定期公演 vol.11 舞踊 2020年3月6日 2020年3月8日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000797 ジョイント・コンサート in 秋葉区 音楽 2020年3月7日 2020年3月7日 新潟市秋葉区文化会館 新潟県 新潟市 秋葉区新栄町４番２３号 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000798 春風亭小朝独演 第二十一回公演 落語 2020年3月8日 2020年3月8日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000799 新作能「利休」 能楽 2020年3月14日 2020年3月14日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000800 徳永二男 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年3月8日 2020年3月8日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000801 若手能楽師に聞く 能の楽しみ 第一回 能「楊貴妃」 能楽 2020年4月10日 2020年4月10日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000802
＜Kitaraワールドオーケストラシリーズ＞サー・サイモ

ン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団
音楽 2020年9月27日 2020年9月27日 札幌コンサートホール 大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月17日

1000803
2020明治安田生命J１リーグ サンフレッチェ広島

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年3月22日

広島広域公園陸上競技場（エディオン

スタジアム広島）
広島県 広島市 安佐南区大塚西５－１－１ 株式会社サンフレッチェ広島 広島県 広島市 中区大手町１－４－１４ 2020年7月17日

1000804
2020 JリーグYBCルヴァンカップ サンフレッチェ広

島ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月26日 2020年3月4日

広島広域公園陸上競技場（エディオン

スタジアム広島）
広島県 広島市 安佐南区大塚西５－１－１ 株式会社サンフレッチェ広島 広島県 広島市 中区大手町１－４－１４ 2020年7月17日

1000805 文学座3月アトリエの会「歳月/動員挿話」 演劇 2020年3月28日 2020年3月29日 文学座アトリエ 東京都 新宿区 信濃町１０番地 株式会社 文学座 東京都 新宿区 信濃町１０番地 2020年7月17日

1000806 文学座4・5月アトリエの会「熱海殺人事件」 演劇 2020年4月28日 2020年5月10日 文学座アトリエ 東京都 新宿区 信濃町１０番地 株式会社 文学座 東京都 新宿区 信濃町１０番地 2020年7月17日

1000807 荘村清志 ギター・リサイタル 音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 音楽文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000808 東京交響楽団 第118回新潟定期演奏会 音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000809
山本真希オルガンリサイタル グレンツィング・オル

ガンの魅力No.27
音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日



1000810
新潟市ジュニア音楽教室 第16回スプリングコンサー

ト
音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000811 奥村愛ヴァイオリン四重奏 音楽 2020年5月2日 2020年5月2日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000812 ウルトラ・スーパー・チェロズ 音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000813
りゅーとぴあピアノ・リサイタルシリーズNo.40 牛田

智大ピアノ・リサイタル
音楽 2020年5月3日 2020年5月3日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000814 春の能楽鑑賞会（宝生流） 能楽 2020年5月9日 2020年5月9日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000815
石田泰尚×津田裕也 ベートーヴェン・ヴァイオリン・

ソナタ全曲演奏会
音楽 2020年6月7日 2020年6月7日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000816 深セン交響楽団＆ファジル・サイ 音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月17日

1000817 WAHAHA本舗全体公演「王と花魁」山口公演 演劇 2020年6月25日 2020年6月25日 周南市文化会館 山口県 周南市 徳山５８５４－４１ ワハハ本舗株式会社 東京都 渋谷区 渋谷２－５－７ 第一本間ビル１Ｆ 2020年7月17日

1000818
2020明治安田生命J1リーグ 湘南ベルマーレ ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年3月18日 ShonanBMWスタジアム平塚 神奈川県 平塚市 大原１－１ 平塚市総合公園内 株式会社湘南ベルマーレ 神奈川県 平塚市 中堂１８－８Ｅ棟３階 2020年7月17日

1000819
MOTHBALL presents 惑星大異動 Galactica Spectra :

Earth Tour Final
音楽 2020年8月29日 2020年8月29日 下北沢SHELTER 東京都 世田谷区 北沢２－６－１０仙田ビルＢ１ MOTHBALL 東京都 調布市 下石原３－４８－５－４０３ 2020年7月17日

1000820 音楽座ミュージカル「SUNDAY(サンデイ）」 (大阪) 演劇 2020年5月27日 2020年5月27日 東大阪市文化創造館 大阪府 東大阪市 御厨南二丁目３番４号 株式会社ヒューマンデザイン 東京都 千代田区 六番町１２－６ 2020年7月17日

1000821 音楽座ミュージカル「SUNDAY(サンデイ）」 (愛知) 演劇 2020年6月17日 2020年6月17日 名古屋市公会堂 愛知県 名古屋市 昭和区鶴舞１丁目１番３号 株式会社ヒューマンデザイン 東京都 千代田区 六番町１２－６ 2020年7月17日

1000822
トゥガン・ソヒエフ指揮 パリ管弦楽団(サントリー

ホール)
音楽 2020年10月26日 2020年10月26日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１-１３-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年7月17日

1000823 お囃子プロジェクトVOL15 その他の伝統芸能 2020年3月3日 2020年3月4日 ヤマハ銀座スタジオ 東京都 中央区 銀座７－９－１４ お囃子プロジェクト 東京都 文京区 根津２－２８－９ 2020年7月17日

1000824
松本ピアノコンサート Stage on Stage Vol.25 松本

ピアノ×松本ピアノ ～２台ピアノの饗宴～
音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 君津市民文化ホール 大ホール 千葉県 君津市 三直６２２ 公益財団法人君津市文化振興財団 千葉県 君津市 三直６２２ 2020年7月17日

1000825 B.LEAGUE2019-20 シーズン B2 リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月11日 2020年4月12日 ゼビオアリーナ仙台 宮城県 仙台市 太白区あすと長町１－４－１０ 株式会社仙台89ERS 宮城県 仙台市 太白区あすと長町１－４－３０ Ｓ１０１ 2020年7月31日

1000826 B.LEAGUE2019-20シーズン B2リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月28日 2020年3月29日 カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) 宮城県 仙台市 太白区富沢１丁目４－１ 株式会社仙台89ERS 宮城県 仙台市 太白区あすと長町１丁目４－３０ Ｓ１０１ 2020年7月31日

1000827 hitaru 午後のひととき～銀幕のマエストロたち～ 音楽 2020年3月4日 2020年3月4日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 2020年7月31日

1000828
クリエイティブスタジオ シネマシリーズ-1 映画へと導

く映画
映画 2020年4月18日 2020年4月18日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 2020年7月31日

1000829 hitaruのひととき～華麗なるディーヴァの競演～ 音楽 2020年6月19日 2020年6月19日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 2020年7月31日

1000830
Noism Company Niigata 実験舞踊vol.2「春の祭典」/

「Fratres Ⅲ」
舞踊 2020年7月2日 2020年7月3日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 2020年7月31日

1000831 hitaruのひととき～宇宙への招待～ 音楽 2020年9月19日 2020年9月19日 札幌文化芸術劇場hitaru 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１丁目 2020年7月31日

1000832
張春祥 還暦記念公演「林冲(Lin Chong)～豹子頭の悲

運～」
演劇 2020年5月23日 2020年5月23日 北沢タウンホール 東京都 世田谷区 北沢２－８－１８ 一般財団法人 日本京劇振興協会 東京都 世田谷区 船橋６－７－１ エスカイア千歳船橋１０３号 2020年7月31日

1000833 ベンチャーズ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２０ 音楽 2020年8月27日 2020年8月27日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内２－１－１ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０ 2020年7月31日

1000834 市川由紀乃コンサート 2020 音楽 2020年7月11日 2020年7月11日 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 2020年7月31日

1000835 2020佐渡オープンウォータースイミング
参加型スポーツイ

ベント
2020年7月18日 2020年7月19日 佐和田海岸海水浴場 新潟県 佐渡市 河原田本町４１１

佐渡オープンウォータースイミング実行委

員会
新潟県 佐渡市 吉岡１６７５ 佐渡スポーツハウス内 2020年7月31日

1000836 Life is Songs！ 音楽 2020年6月21日 2020年6月21日 羽生市産業文化ホール 埼玉県 羽生市 下羽生８７６ 羽生市産業文化ホール 埼玉県 羽生市 下羽生８７６ 2020年7月31日

1000837 ウィーン少年合唱団 Wiener Sängerknaben 音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 黒崎ひびしんホール 福岡県 北九州市 八幡西区岸の浦２－１－１ 株式会社黒崎コミュニティサービス 福岡県 北九州市 八幡西区岸の浦２－１－１ 2020年7月31日

1000838
北九州市立松本清張記念館プロデュース 前進座公演

松本清張朗読劇「ゼロの焦点」
演劇 2020年6月4日 2020年6月4日 相模原南市民ホール 神奈川県 相模原市 南区相模大野５－３１－１ 公益財団法人相模原市民文化財団 神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 2020年7月31日

1000839
シリーズ杜の響きVol.44 竹澤恭子ヴァイオリン・リ

サイタル
音楽 2020年10月31日 2020年10月31日 杜のホールはしもと・ホール 神奈川県 相模原市 緑区橋本３－２８－１ ミウィ橋本７階 公益財団法人相模原市民文化財団 神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 2020年7月31日

1000840
シリーズ杜の響きVol.43 藤田真央ピアノ・リサイタ

ル
音楽 2020年7月11日 2020年7月11日 杜のホールはしもと・ホール 神奈川県 相模原市 緑区橋本３－２８－１ ミウィ橋本７階 公益財団法人相模原市民文化財団 神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 2020年7月31日

1000841
グリーンホール相模大野30周年記念 立川志の輔独演

会
落語 2020年4月4日 2020年8月1日

相模女子大学グリーンホール・大ホー

ル
神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 公益財団法人相模原市民文化財団 神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 2020年7月31日

1000842 輝＆輝 津軽三味線コンサート 音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 羽生市産業文化ホール 埼玉県 羽生市 下羽生８７６ 羽生市産業文化ホール 埼玉県 羽生市 下羽生８７６ 2020年7月31日

1000843 吉田兄弟 20周年記念「三味線だけの世界」 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 新城文化会館 愛知県 新城市 字下川１番地１ 新城文化会館 愛知県 新城市 字下川１番地１ 2020年7月31日

1000844 開館25周年記念事業 Life is Songs！ 音楽 2020年6月20日 2020年6月20日 東京エレクトロン韮崎文化ホール 山梨県 韮崎市 藤井町坂井２０５番地 東京エレクトロン韮崎文化ホール 山梨県 韮崎市 藤井町坂井２０５番地 2020年7月31日

1000845 徳永ゆうき 歌謡コンサート 2020 音楽 2020年5月15日 2020年5月15日 東京エレクトロン韮崎文化ホール 山梨県 韮崎市 藤井町坂井２０５番地 東京エレクトロン韮崎文化ホール 山梨県 韮崎市 藤井町坂井２０５番地 2020年7月31日

1000846
ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50ヵ所ツアー in

久居
音楽 2020年6月13日 2020年6月13日 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 2020年7月31日

1000847
junkiesista×junkiebros. presents「GOHCAGO～御

加護～」（東京）
演劇 2020年7月10日 2020年7月19日 中目黒キンケロ・シアター 東京都 目黒区 青葉台１－１５－１１ 有限会社ディーオーユービーティー 2020年7月31日

1000848
junkiesista×junkiebros. presents「GOHCAGO～御

加護～」（大阪）
演劇 2020年7月31日 2020年8月1日 近鉄アート館 大阪府 大阪市 阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 有限会社ディーオーユービーティー 2020年7月31日

1000849
2020JリーグYBCルヴァンカップ湘南ベルマーレホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月26日 2020年2月26日 Shonan BMWスタジアム平塚 神奈川県 平塚市 大原１－１ 平塚市総合公園内 株式会社湘南ベルマーレ 神奈川県 平塚市 中堂１８－８ Ｅ棟３Ｆ 2020年7月31日

1000850 創作漫画同人誌展示即売会『関西コミティア58』 同人誌即売会 2020年5月24日 2020年5月24日 インテックス大阪 2号館 大阪府 大阪市 住之江区南港北１－５－１０２ 関西コミティア 大阪府 大阪市 平野区平野本町２丁目１０－２５－５０３ 2020年7月31日

1000851
MOHANAK presents 4th anniversary Event 名古屋

編special- OHANAMI -
音楽 2020年5月14日 2020年5月14日 NAGOYA ReNY limited 愛知県 名古屋市 中区栄３－１５－２０ エンゼルビルＢ１ Ｂ２ MOHANAK(モハナック) 東京都 町田市 玉川学園３－１０－４－３ 2020年7月31日

1000852 Aimer Acoustic Tour 2020 音楽 2020年9月12日 2020年9月12日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年7月31日

1000853 ニュウニュウ ピアノ・リサイタル2020 音楽 2020年9月26日 2020年9月26日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年7月31日

1000854
関西フィルハーモニー管弦楽団 第10回城陽定期演奏

会
音楽 2020年8月23日 2020年8月23日 文化パルク城陽 プラムホール 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 公益財団法人城陽市民余暇活動センター 京都府 城陽市 寺田今堀１番地 2020年7月31日

1000855
2020明治安田生命J２リーグ 松本山雅FC ホーム

ゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月29日 サンプロ アルウィン 長野県 松本市 神林５３００ 株式会社 松本山雅 長野県 松本市 並柳１－１０－２０ 2020年7月31日

1000856
2020 JリーグYBCルヴァンカップ 松本山雅FC ホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年3月4日 サンプロ アルウィン 長野県 松本市 神林５３００ 株式会社 松本山雅 長野県 松本市 並柳１－１０－２０ 2020年7月31日

1000857 松田華音 ピアノ・リサイタル 音楽 2020年3月20日 2020年3月20日 白井市文化会館 なし坊ホール 千葉県 白井市 復１１４８ー８ 白井市 千葉県 白井市 復１１４８－８ 2020年7月31日

1000858
Noism0+Noism1+Noism2 実験舞踊vol.2『春の祭

典』+『Fratres Ⅲ』（東京)
舞踊 2020年6月19日 2020年6月21日 東京芸術劇場 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000859 東京交響楽団 第119回新潟定期演奏会 音楽 2020年5月31日 2020年5月31日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000860 東京交響楽団 第120回新潟定期演奏会 音楽 2020年7月26日 2020年7月26日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000861 東京交響楽団 第121回新潟定期演奏会 音楽 2020年9月27日 2020年9月27日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000862 東京交響楽団 第122回新潟定期演奏会 音楽 2020年11月1日 2020年11月1日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000863 東京交響楽団 第123回新潟定期演奏会 音楽 2020年12月6日 2020年12月6日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000864
Noism0+Noism1+Noism2 実験舞踊vol.2『春の祭

典』+『Fratres Ⅲ』（新潟)
舞踊 2020年6月12日 2020年6月14日 新潟市民芸術文化会館 新潟県 新潟市 中央区一番堀通町３番地２ 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 新潟県 新潟市 中央区西堀前通六番町８９４番地１ 2020年7月31日

1000865 第31回清里フィールドバレエ 舞踊 2020年7月30日 2020年8月8日 清里高原萌木の村 特設野外劇場 山梨県 北杜市 高根町清里３５４５ 株式会社B.シャンブルウエスト 東京都 八王子市 上野町１０４－１６ 2020年7月31日

1000866 ミケランジェロ弦楽四重奏団 音楽 2020年8月22日 2020年8月22日
札幌コンサートホール Kitara 小ホー

ル
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号

公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌コ

ンサートホール）
北海道 札幌市 中央区中島公園１番１５号 2020年7月31日

1000867
2020明治安田生命J2リーグ 水戸ホーリーホック

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月18日 ケーズデンキスタジアム水戸 茨城県 水戸市 小吹町２０５８－１

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリー

ホック
茨城県 水戸市 笠原町１３６－１ 2020年7月31日

1000868 松元ヒロ ソロライブ2020 演劇 2020年5月30日 2020年10月21日 和光大学ポプリホール鶴川 東京都 町田市 能ヶ谷１－２－１ 一般財団法人町田市文化・国際交流財団 東京都 町田市 森野２－２－３６ 2020年7月31日

1000869 デンマーク・オーデンセ交響楽団（東京） 音楽 2020年11月24日 2020年11月26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 株式会社プロ アルテ ムジケ 東京都 文京区 音羽１－２０－１４－５Ｆ 2020年7月31日

1000870 デンマーク・オーデンセ交響楽団（神奈川） 音楽 2020年11月25日 2020年11月25日 鎌倉芸術館大ホール 神奈川県 鎌倉市 大船６－１－２ 株式会社プロ アルテ ムジケ 東京都 文京区 音羽１－２０－１４－５Ｆ 2020年7月31日

1000871
白井光子（メゾ・ソプラノ）＆ハルトムート・ヘル

（ピアノ）リート・デュオ
音楽 2020年3月6日 2020年3月6日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000872
ウラディーミル・フェドセーエフ指揮チャイコフス

キー・シンフォニー・オーケストラ
音楽 2020年3月14日 2020年3月14日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000873 ロロ「四角い2つのさみしい窓」 演劇 2020年4月25日 2020年4月26日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000874
宮川彬良（指揮・作編曲）ぱんだウインドオーケスト

ラ
音楽 2020年5月31日 2020年5月31日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000875
新国立劇場演劇「ガールズ＆ボーイズ －Girls & Boys

－」
演劇 2020年6月11日 2020年6月11日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000876 第17回いわきアリオス落語会 柳家小三治一門会 落語 2020年6月13日 2020年6月13日 いわき芸術文化交流館アリオス 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ いわき市 福島県 いわき市 平字三崎１番地の６ 2020年7月31日

1000877 改組 新 第6回 日展 安曇野展 美術 2020年4月25日 2020年8月23日 安曇野市豊科近代美術館 長野県 安曇野市 豊科５６０９－３ 公益財団法人 安曇野文化財団 長野県 安曇野市 豊科５６０９－３ 2020年8月7日

1000878
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（成

田）
舞踊 2020年9月18日 2020年9月18日 成田国際文化会館 千葉県 成田市 土屋３０３ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日



1000879
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（伊丹）
舞踊 2020年9月25日 2020年9月25日 東リ いたみホール 兵庫県 伊丹市 宮ノ前１丁目１－３ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000880
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（神奈

川）
舞踊 2020年9月19日 2020年9月19日 神奈川県民ホール 神奈川県 横浜市 中区山下町３－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000881
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（茨

城）
舞踊 2020年9月20日 2020年9月20日 ノバホール 茨城県 つくば市 吾妻一丁目１０番地１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000882
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（刈

谷）
舞踊 2020年9月23日 2020年9月23日 刈谷市総合文化センターアイリス 愛知県 刈谷市 若松町２丁目１０４ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000883
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（大

阪）
舞踊 2020年9月24日 2020年9月24日 グランキューブ大阪 大阪府 大阪市 北区中之島５丁目３－５１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000884
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（京

都）
舞踊 2020年9月26日 2020年9月26日 ロームシアター京都 京都府 京都市 左京区岡崎最勝寺町１３ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000885 おでかけライブin青森 サマースペシャル2020 同人誌即売会 2020年8月16日 2020年8月16日 青森産業会館 青森県 青森市 第二問屋町４丁目４－１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年8月7日

1000886 おでかけライブin金沢15 同人誌即売会 2020年8月23日 2020年8月23日 金沢勤労者プラザ 石川県 金沢市 北安江３丁目２－２０ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年8月7日

1000887
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（岩手）
舞踊 2020年9月30日 2020年9月30日 奥州市文化会館（Zホール） 岩手県 奥州市 水沢区佐倉河石橋４１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年8月7日

1000888
DIR EN GREY「The Insulated World -The Screams

of Alienation-」
音楽 2020年7月23日 2020年7月24日 ぴあアリーナMM 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい３－２ 有限会社サンクレイド 東京都 港区 六本木５－１８－１８ プレシャス六本木ビル４Ｆ 2020年8月7日

1000889 綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ（泰野） 漫談 2020年3月27日 2020年5月27日 秦野市文化会館 神奈川県 秦野市 平沢８２ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000890 綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ(坂戸） 漫談 2020年3月7日 2020年4月26日 坂戸市文化会館 埼玉県 坂戸市 元町1７－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000891 綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ（柏） 漫談 2020年4月2日 2020年5月15日 柏市民文化会館 千葉県 柏市 柏下１０７ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000892 爆生‼お笑い㏌茨城 漫才 2020年4月19日 2020年4月19日 ザ・ヒロサワ・シティ会館 茨城県 水戸市 千波町東久保６９７ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000893 綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ（所沢） 漫談 2020年4月24日 2020年4月24日 所沢市民文化センターミューズ 埼玉県 所沢市 並木１－９－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000894
島津亜矢歌怪獣襲来ツアー2020 35周年記念コンサー

ト（松戸）
音楽 2020年5月16日 2020年5月16日 松戸森のホール21 千葉県 松戸市 千駄堀６４６－４ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000895 三山ひろし笑顔を届けます！コンサート2020（飯能） 音楽 2020年5月22日 2020年5月22日 飯能市市民会館 埼玉県 飯能市 飯能２２６－２ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000896 爆生‼お笑い㏌大宮 漫才 2020年5月24日 2020年5月24日 大宮ソニックシティ 埼玉県 さいたま市 大宮区桜木町１－７－５ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000897
島津亜矢歌怪獣襲来ツアー2020 35周年記念コンサー

ト（結城）
音楽 2020年5月28日 2020年5月28日 結城市民文化センターアクロス 茨城県 結城市 中央町２－２ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000898
Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden

Hits"（川越）
音楽 2020年7月15日 2020年7月15日 ウェスタ川越 埼玉県 川越市 新宿町１－１７－１７ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000899
Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden

Hits"（宇都宮）
音楽 2020年8月11日 2020年8月11日 宇都宮市文化会館 栃木県 宇都宮市 明保野町７－６６ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000900
Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden

Hits"（川口）
音楽 2020年8月25日 2020年8月25日 川口総合文化センターリリア 埼玉県 川口市 川口３－1－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000901
「スプリング＆クロイツェル」堀米ゆず子＆児玉桃

デュオ・リサイタル
音楽 2020年7月2日 2020年7月2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8月7日

1000902
三浦祐太朗 LiveTour 2020 "Blooming Hearts"（狛

江）
音楽 2020年3月21日 2020年3月21日 狛江エコルマホール 東京都 狛江市 和泉１－２－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000903
三浦祐太朗 LiveTour 2020 "Blooming Hearts"（習

志野）
音楽 2020年4月5日 2020年7月26日 習志野文化ホール 千葉県 習志野市 谷津１－１６－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000904
三浦祐太朗 LiveTour 2020 "Blooming Hearts"（佐

野）
音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 佐野市文化会館 栃木県 佐野市 浅沼町５０８－５ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000905
三浦祐太朗 LiveTour 2020 "Blooming Hearts"（前

橋）
音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 昌賢学園まえばしホール 群馬県 前橋市 南町３－６２－１ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000906
三浦祐太朗 LiveTour 2020 "Blooming Hearts"（浦

和）
音楽 2020年6月14日 2020年6月14日 埼玉会館 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂３－１－４ 株式会社イズム 埼玉県 さいたま市 浦和区高砂４－４－１９－２０７ 2020年8月7日

1000907
奥井紫麻 ピアノ・リサイタル「世界に羽ばたく超新

星！」
音楽 2020年7月11日 2020年7月11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8月7日

1000908

華麗なるコンチェルト・シリーズ第16回《ショパン：

ピアノ協奏曲全２曲》シャルル・リシャール＝アムラ

 ン

音楽 2020年8月29日 2020年8月29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8月7日

1000909 キャッツ 東京 演劇 2020年9月2日 2020年9月30日 キャッツ・シアター 東京都 品川区 広町2丁目1-18 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野1-24-7 2020年8月7日

1000910 アラジン 東京 演劇 2020年9月1日 2020年9月30日 電通四季劇場［海］ 東京都 港区 東新橋1-8-2 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野1-24-7 2020年8月7日

1000911 ライオンキング 東京 演劇 2020年9月1日 2020年9月30日 四季劇場 [夏] 東京都 品川区 広町2丁目1-18 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野1-24-7 2020年8月7日

1000912 ライオンキング 名古屋 演劇 2020年9月2日 2020年9月30日 名古屋四季劇場 愛知県 名古屋市 中村区名駅南2-11-11 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野1-24-7 2020年8月7日

1000913 リトルマーメイド 大阪 演劇 2020年9月2日 2020年9月30日 大阪四季劇場 大阪府 大阪市 北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 7階 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野1-24-7 2020年8月7日

1000914 COMITIA133 同人誌即売会 2020年9月21日 2020年9月21日
東京ビッグサイト青海展示棟Aホー

ル・Bホール
東京都 江東区 青海１丁目２－３３

有限会社コミティア（コミティア実行委員

会）
東京都 豊島区 東池袋３－９－６－３Ｆ 2020年8月14日

1000915
小柳ゆき 20th Anniversary LIVE TOUR 2020

SPHERE～球宇宙～（広島）
音楽 2020年10月10日 2020年10月10日 三原市芸術文化センター ポポロ 広島県 三原市 宮浦２－２－１ 一般財団法人みはら文化芸術財団 広島県 三原市 宮浦２－２－１ 2020年8月14日

1000916
小柳ゆき 20th Anniversary LIVE TOUR 2020

SPHERE～球宇宙～（岡山）
音楽 2020年10月9日 2020年10月9日 岡山市民会館 岡山県 岡山市 北区丸の内２－１－１ 岡山県音楽文化協会 岡山県 岡山市 北区蕃山町１－２０ 2020年8月14日

1000917
日本フィルハーモニー交響楽団第16回相模原定期演奏

会
音楽 2020年12月6日 2020年12月6日

相模女子大学グリーンホール・大ホー

ル
神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 公益財団法人相模原市民文化財団 神奈川県 相模原市 南区相模大野４－４－１ 2020年8月14日

1000918 DRUM TAO THE BEST LIVE 祭響－Saikyo－（長崎） 音楽 2020年8月27日 2020年8月27日 長崎ブリックホール 長崎県 長崎市 茂里町２－３８ 株式会社テレビ長崎 長崎県 長崎市 金屋町１－７ 2020年8月14日

1000919 森、道、市場2020 音楽 2020年5月15日 2020年5月17日 ラグーナビーチ 愛知県 蒲郡市 海陽町２丁目３９番 株式会社ついたち意匠考案室 愛知県 岡崎市 六供町字杉本７０ 2020年8月14日

1000920 2020明治安田生命J2リーグ FC琉球ホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年3月22日 タピック県総ひやごんスタジアム 沖縄県 沖縄市 比屋根５丁目３－１ 琉球フットボールクラブ株式会社(FC琉球) 沖縄県 那覇市 奥武山町５１－２ 沖縄県体協スポーツ会館５０９ 2020年8月14日

1000921 本田道子バレエ団第５回特別公演「白鳥の湖」全幕 舞踊 2020年4月6日 2020年4月6日 フェスティバルホール 大阪府 大阪市 北区中之島２－３－１８ 一般財団法人本田道子バレエ団 大阪府 堺市 南区槇塚台３丁１７－７ 2020年8月14日

1000922 菅原洋一コンサート 音楽 2020年4月24日 2020年12月2日 和光大学ポプリホール鶴川 東京都 町田市 能ヶ谷１－２－１ 一般財団法人町田市文化・国際交流財団 東京都 町田市 森野２－２－３６ 2020年8月14日

1000923 新イタリア合奏団with村治佳織 音楽 2020年9月18日 2020年9月18日 武蔵野市民文化会館大ホール 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 公益財団法人 武蔵野文化事業団 東京都 武蔵野市 中町３丁目９番１１号 2020年8月14日

1000924 さいたま国際芸術祭２０２０-Art Sightama-
その他参加型文化

芸術イベント
2020年3月14日 2020年5月17日 旧大宮区役所 他 埼玉県 さいたま市 大宮区大門町３丁目１－１ さいたま国際芸術祭実行委員会 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤６－４－４ 2020年8月14日

1000925 文楽のいろは 人間国宝 吉田和生がひもとく 文楽 2020年5月2日 2020年5月2日 札幌市教育文化会館 北海道 札幌市 中央区北１条西１３丁目 公益財団法人札幌市芸術文化財団 北海道 札幌市 中央区北１条西１３丁目 2020年8月21日

1000926 舞台「This is 大奥」(東京) 演劇 2020年4月15日 2020年4月19日 ヒューリックホール東京 東京都 千代田区 有楽町２－５－１
株式会社LEGEND STAGE（This is 大奥製

作委員会）
東京都 港区 西新橋１－２３－９ 河野ビル４Ｆ 2020年8月21日

1000927 舞台「This is 大奥」(大阪) 演劇 2020年4月10日 2020年4月11日 クールジャパンパーク大阪 大阪府 大阪市 中央区大阪城３－６
株式会社LEGEND STAGE（This is 大奥製

作委員会）
東京都 港区 西新橋１－２３－９ 河野ビル４Ｆ 2020年8月21日

1000928 B.LEAGUE2019-20シーズン B3リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年4月12日 所沢市民体育館 埼玉県 所沢市 並木５丁目３番地 株式会社ブロンコス２０ 埼玉県 さいたま市 中央区下落合６丁目１２－２０ 2020年8月21日

1000929
ダンス・コンサート『三つ折りの夜』勅使川原三郎×佐

東利穂子×庄司紗矢香
舞踊 2020年3月12日 2020年3月12日 愛知県芸術劇場コンサートホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年8月21日

1000930
中川賢一・野村誠ピアノ・コンサート「愛と知のメシ

アン！！」
音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 愛知県芸術劇場小ホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年8月21日

1000931
モーツァルト作曲 オペラ『バスティアンとバスティエ

ンヌ』
音楽 2020年6月14日 2020年6月14日 愛知県芸術劇場小ホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年8月21日

1000932 新国立劇場バレエ団『不思議の国のアリス』 舞踊 2020年6月20日 2020年6月21日 愛知県芸術劇場大ホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年8月21日

1000933 劇団唐組第65回公演「さすらいのジェニ―」(新宿区） 演劇 2020年5月2日 2020年6月7日 新宿・花園神社 東京都 新宿区 新宿５－１７－３ 一般社団法人劇団唐組 東京都 中野区 大和町4-3-9唐十郎アトリエ 2020年8月21日

1000934 劇団唐組第65回公演「さすらいのジェニ―」(豊島区) 演劇 2020年5月16日 2020年5月24日 雑司が谷・鬼子母神 東京都 豊島区 雑司が谷３－１５－２０ 一般社団法人劇団唐組 東京都 中野区 大和町4-3-9唐十郎アトリエ 2020年8月21日

1000935
劇団唐組第65回公演「さすらいのジェニ―」(世田谷

区)
演劇 2020年6月12日 2020年6月14日 下北沢・下北線路街 空き地 東京都 世田谷区 北沢２－３３ 一般社団法人劇団唐組 東京都 中野区 大和町4-3-9唐十郎アトリエ 2020年8月21日

1000936 みやこ復興寄席 落語 2020年3月29日 2020年3月29日 宮古市民文化会館 岩手県 宮古市 磯鶏沖２番２２号 宮古市教育委員会 岩手県 宮古市 宮町一丁目１番３０号 2020年8月21日

1000937 アンナ・ヴィニツカヤ ピアノ・リサイタル 音楽 2020年9月10日 2020年9月10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２０－２
株式会社 コンサートサービス（コンサー

トイマジン）
東京都 新宿区 改代町３５ 2020年8月21日

1000938
オルガン・レクチャーコンサート ヨーロッパと日本の

オルガンの歴史
音楽 2020年4月3日 2020年4月3日 愛知県芸術劇場コンサートホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年8月21日

1000939 cero presents "Outdoors" 音楽 2020年6月27日 2020年6月27日 日比谷野外大音楽堂 東京都 千代田区 日比谷公園１－５ 株式会社カクバリズム 東京都 目黒区 大橋２－４－２１ 池尻大橋グリーンランドビル５Ｆ 2020年8月21日

1000940 仮面ライダースーパーライブ2020兵庫加古川公演 演劇 2020年4月19日 2020年4月19日 加古川市民会館大ホール 兵庫県 加古川市 加古川町北在家２０００ 株式会社ジョーカンプランニング 滋賀県 大津市 瀬田２－３－２０ 2020年8月21日

1000941 仮面ライダースーパーライブ2020滋賀守山公演 演劇 2020年5月31日 2020年5月31日 守山市民ホール大ホール 滋賀県 守山市 三宅町１２５ 株式会社ジョーカンプランニング 滋賀県 大津市 瀬田２－３－２０ 2020年8月21日

1000942
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第332回定

期演奏会
音楽 2020年3月14日 2020年3月14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 東京オペラシティタワー３階

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年8月21日

1000943 フォレスタ コンサート in 京都 音楽 2020年5月17日 2020年9月29日 ロームシアター京都メインホール 京都府 京都市 左京区岡崎最勝寺町１３ 株式会社オトノワ (otonowa） 京都府 京都市 中京区三条通新町西入ル釜座町２２ ストークビル三条烏丸３０１ 2020年8月21日

1000944 松之丞改め六代目神田伯山独演会 講談 2020年6月28日 2020年6月28日 奥州市文化会館 岩手県 奥州市 水沢佐倉河字石橋４１番地 一般財団法人奥州市文化振興財団 岩手県 奥州市 水沢佐倉河字石橋４１番地 2020年8月28日

1000945 ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイタル（大阪） 音楽 2020年9月18日 2020年9月18日 住友生命いずみホール 大阪府 大阪市 中央区城見１－４－７０ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年8月28日

1000946
ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイタル（名古

屋）
音楽 2020年9月20日 2020年9月20日 三井住友海上しらかわホール 愛知県 名古屋市 中区栄２－９－１５ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年8月28日

1000947 ボリス・ベレゾフスキー ピアノ・リサイタル（東京） 音楽 2020年9月23日 2020年9月23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 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年8月28日



1000948
人形浄瑠璃と初音ミクの共演  BUNRAKU-beyond 月

光円舞花模様
音楽 2020年3月29日 2020年3月29日 鶯谷・ダンスホール新世紀 東京都 台東区 根岸１丁目１番１４号 株式会社エス・エー・ピー（SAP） 東京都 文京区 大塚５－３－１３ ユニゾ小石川アーバンビル８Ｆ 2020年8月28日

1000949
令和二年度（公社）全国公立文化施設協会主催東コー

ス「松竹大歌舞伎」さいたま市公演
歌舞伎 2020年5月15日 2020年5月15日 さいたま市文化センター 埼玉県 さいたま市 南区根岸１－７－１ 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 埼玉県 さいたま市 南区根岸１－７－１ 2020年8月28日

1000950
TAKAHIRO YOSHIKAWA PIANO RECITAL(めぐろ

パーシモンホール)
音楽 2020年3月4日 2020年3月4日 めぐろパーシモンホール 小ホール 東京都 目黒区 八雲１－１－１ イプシロン・インターナショナル株式会社 東京都 世田谷区 奥沢１－４４－２ 2020年8月28日

1000951
TAKAHIRO YOSHIKAWA PIANO RECITAL(サント

リーホール)
音楽 2020年5月9日 2020年5月9日 サントリーホール ブルーローズ 東京都 港区 赤坂１－１３－１ イプシロン・インターナショナル株式会社 東京都 世田谷区 奥沢１－４４－２ 2020年8月28日

1000952
若い翼コンサートVol.９ 森下智彬 津軽三味線コン

サート
その他の伝統芸能 2020年3月29日 2020年3月29日

豊川市御津文化会館（ハートフルホー

ル）
愛知県 豊川市 御津町広石日暮１４６ 豊川市 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 2020年8月28日

1000953 清水ミチコ トーク＆ライブ その他の芸能 2020年3月1日 2020年3月1日 豊川市文化会館 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 豊川市 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 2020年8月28日

1000954 吉本新喜劇＆バラエティショーin名古屋 演劇 2020年4月11日 2020年4月11日 名古屋市公会堂 愛知県 名古屋市 昭和区鶴舞１丁目１番３号 鵜飼興業株式会社 愛知県 名古屋市 中区栄２－１－１ 日土地名古屋ビル４階 2020年8月28日

1000955 吉本新喜劇＆バラエティショーin四日市 演劇 2020年4月12日 2020年4月12日 四日市市文化会館 三重県 四日市市 安島２丁目５－３ 鵜飼興業株式会社 愛知県 名古屋市 中区栄２－１－１ 日土地名古屋ビル４階 2020年8月28日

1000956 吉本新喜劇＆バラエティショーin刈谷 演劇 2020年4月26日 2020年4月26日 刈谷市総合文化センター 愛知県 刈谷市 若松町２－１０４ 鵜飼興業株式会社 愛知県 名古屋市 中区栄２－１－１ 日土地名古屋ビル４階 2020年8月28日

1000957 水森かおり ２５周年記念コンサート ～歌謡紀行～ 音楽 2020年5月29日 2020年5月29日 刈谷市総合文化センター 愛知県 刈谷市 若松町２－１０４ 鵜飼興業株式会社 愛知県 名古屋市 中区栄２－１－１ 日土地名古屋ビル４階 2020年8月28日

1000958 前川清＆川中美幸 二人爆笑コンサート２０２０(神戸) 音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 神戸文化ホール 大ホール 兵庫県 神戸市 中央区楠町４－２－２ グッドラック・プロモーション株式会社 岡山県 岡山市 北区駅元町２８－５ 2020年8月28日

1000959 ぺてん師 タルチュフ 演劇 2020年3月8日 2020年3月15日 サンシャイン劇場 東京都 豊島区 東池袋３丁目１番４号 無名塾 東京都 世田谷区 岡本１丁目６番２号 2020年8月28日

1000960 ＳＵＧＯママチャリエンデューロ第2戦
参加型スポーツイ

ベント
2020年7月5日 2020年7月5日 スポーツランドSUGO 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 株式会社 菅生 宮城県 柴田郡村田町 菅生６－１ 2020年9月4日

1000961 セルゲイ・ポルーニン "SACRÉ"「春の祭典」 舞踊 2020年5月14日 2020年9月10日 新宿文化センター 東京都 新宿区 新宿６丁目１４－１ 株式会社サンライズプロモーション東京 東京都 港区 北青山２－１１－３Ａ－ＰＬＡＣＥ６階 2020年9月4日

1000962 クラシック入門 レクチャーコンサート 音楽 2020年6月17日 2020年6月17日 豊川市文化会館 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 豊川市 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 2020年9月4日

1000963
Friday Special Jazz Night ～あなたもJazz Barをお

しゃれに楽しめる～
音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 豊川市文化会館 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 豊川市 愛知県 豊川市 代田町１－２０－４ 2020年9月4日

1000964
オルガン・スペシャルコンサート～ティッターリント

ンのブリティッシュ・オルガン
音楽 2020年10月23日 2020年10月23日 愛知県芸術劇場コンサートホール 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 公益財団法人愛知県文化振興事業団 愛知県 名古屋市 東区東桜一丁目１３番２号 2020年9月4日

1000965 こまつ座第131回公演『きらめく星座』 演劇 2020年3月5日 2020年3月15日
紀伊國屋サザンシアター

TAKASHIMAYA
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２４－２ タカシマヤタイムズスクエア 株式会社こまつ座 東京都 台東区 柳橋１－３０－５－５０３ 2020年9月4日

1000966 こまつ座第132回公演『雪やこんこん』 演劇 2020年4月24日 2020年5月8日
紀伊國屋サザンシアター

TAKASHIMAYA
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２４－２ タカシマヤタイムズスクエア 株式会社こまつ座 東京都 台東区 柳橋１－３０－５－５０３ 2020年9月4日

1000967 ニンジャバットマン ザ・ショー 演劇 2020年10月3日 2020年12月31日 新宿シアターモリエール 東京都 新宿区 新宿３－３３－１０ 新宿モリエールビル ２Ｆ ニンジャバットマン ザ・ショー製作委員会 東京都 新宿区 新宿５－１５－６ 新宿光陽ビル５０４ 2020年9月4日

1000968
谷村新司トーク&ライブキャラバン ココロの学校～音

で始まり、歌で始まる～
音楽 2020年3月7日 2020年5月9日 やかげ文化センター 岡山県 小田郡矢掛町 矢掛２６７７－１ 矢掛町 岡山県 小田郡矢掛町 矢掛３０１８ 2020年9月4日

1000969 2020 無名塾稽古場公演 サロメ 演劇 2020年6月11日 2020年6月21日 無名塾稽古場 仲代劇堂 東京都 世田谷区 岡本１－６－２
無名塾(無名塾稽古場公演 サロメ実行委員

会）
東京都 世田谷区 岡本１－６－２ 2020年9月4日

1000970
仲道郁代ベートーヴェン：ピアノ･ソナタ全曲演奏会

第Ⅰ期 第１回〈ワルトシュタイン～希望と夢想〉
音楽 2020年7月18日 2020年7月18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9月4日

1000971 華麗なるコンチェルト・シリーズ第15回 川瀬賢太郎 音楽 2020年7月23日 2020年7月23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9月4日

1000972 小山実稚恵 ピアノ・リサイタル 音楽 2020年7月24日 2020年7月24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9月4日

1000973 うらみ葛の葉 演劇 2020年11月13日 2020年11月15日 千代田区立内幸町ホール 東京都 千代田区 内幸町１－５－１ 日本舞踊劇化プロジェクト By KASSAY 東京都 中央区 日本橋大伝馬町９－１１－１００２ 2020年9月4日

1000974 第12回青島鬼の洗濯板アクアスロン大会
参加型スポーツイ

ベント
2020年9月6日 2020年9月6日

ＡＮＡホリデイ・インリゾート宮崎ス

ワン前広場
宮崎県 宮崎市 青島１丁目１６番地１号

青島鬼の洗濯板アクアスロン大会実行委員

会
宮崎県 宮崎市 吉村町北原甲１４３７番地４ 2020年9月11日

1000975
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（幕

別）
舞踊 2020年10月5日 2020年10月5日 幕別町百年記念ホール 北海道 中川郡幕別町 字千住１８０－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000976
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（飯

能）
舞踊 2020年10月8日 2020年10月8日 飯能市市民会館 埼玉県 飯能市 飯能２２６－２ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000977
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（志木）
舞踊 2020年10月9日 2020年10月9日 志木市民会館パルシティ 埼玉県 志木市 本町１丁目１１－５０ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000978
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（新宿）
舞踊 2020年10月11日 2020年10月11日 新宿文化センター 東京都 新宿区 新宿６丁目１４－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000979
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（川

越）
舞踊 2020年10月12日 2020年10月12日 ウェスタ川越 埼玉県 川越市 新宿町１－１７－１７ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000980
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（上

野）
舞踊 2020年10月13日 2020年10月13日 東京文化会館 東京都 台東区 上野公園５－４５ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000981
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（板

橋）
舞踊 2020年10月14日 2020年10月14日 板橋区立文化会館 東京都 板橋区 大山東町５１－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000982
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（野

洲）
舞踊 2020年10月20日 2020年10月20日 野洲文化ホール 佐賀県 野洲市 小篠原２１４２ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000983
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（大阪

狭山）
舞踊 2020年10月22日 2020年10月22日 SAYAKAホール 大阪府 大阪狭山市 狭山１丁目８７５－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000984
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（三原）
舞踊 2020年10月23日 2020年10月23日 三原市芸術文化センターポポロ 広島県 三原市 宮浦２丁目１－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000985
キエフ・クラシック・バレエ 白鳥の湖 全2幕（下

関）
舞踊 2020年10月26日 2020年10月26日 下関市民会館 山口県 下関市 竹崎町４丁目５－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000986
キエフ・クラシック・バレエ チャイコフスキー夢の3

大バレエ名場面集（伊勢）
舞踊 2020年10月30日 2020年10月30日

シンフォニアテクノロジー響ホール伊

勢
三重県 伊勢市 岩渕１丁目１３－１５ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1000987 第六回文学フリマ福岡 同人誌即売会 2020年10月18日 2020年10月18日 エルガーラホール ８F 大ホール 福岡県 福岡市 中央区天神１丁目４番地２号 文学フリマ福岡事務局 2020年9月11日

1000988 THE ALFEE BEST HIT ALFEE 2020 春の夢(千葉) 音楽 2020年4月13日 2020年9月15日 市川市文化会館 千葉県 市川市 大和田１－１－５ 株式会社ソーゴー東京 東京都 港区 南青山４－１０－１４ アルファゾーンビル２階 2020年9月11日

1000989 THE ALFEE BEST HIT ALFEE 2020 春の夢(東京) 音楽 2020年5月30日 2020年5月31日 NHKホール 東京都 渋谷区 神南２－１－１ 株式会社ソーゴー東京 東京都 港区 南青山４－１０－１４ アルファゾーンビル２階 2020年9月11日

1000990 キャッツ 東京 演劇 2020年10月1日 2020年12月31日 キャッツ・シアター 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年9月11日

1000991 アラジン 東京 演劇 2020年10月1日 2020年12月31日 電通四季劇場［海］ 東京都 港区 東新橋１－８－２ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年9月11日

1000992 ライオンキング 東京 演劇 2020年10月1日 2021年1月10日 四季劇場 [夏] 東京都 品川区 広町２丁目１－１８ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年9月11日

1000993 ライオンキング 名古屋 演劇 2020年10月1日 2020年12月31日 名古屋四季劇場 愛知県 名古屋市 中村区名駅南２－１１－１１ 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年9月11日

1000994 リトルマーメイド 大阪 演劇 2020年10月1日 2020年11月29日 大阪四季劇場 大阪府 大阪市 北区梅田２－２－２２ ハービスＰＬＡＺＡ ＥＮＴ ７階 四季株式会社 神奈川県 横浜市 青葉区あざみ野１－２４－７ 2020年9月11日

1000995 第15回創作和太鼓演奏会 和太鼓成果発表会 音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 横浜市青葉公会堂 神奈川県 横浜市 青葉区市ヶ尾町３１番地４ 特定非営利活動法人打鼓音 神奈川県 横浜市 瀬谷区瀬谷１丁目１９－９ 2020年9月11日

1000996
ダニール・トリフォノフ ピアノ・リサイタル（ザ・

シンフォニーホール）
音楽 2020年10月10日 2020年10月10日 ザ・シンフォニーホール 大阪府 大阪市 北区大淀南二丁目３－３ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年9月11日

1000997
ダニール・トリフォノフ ピアノ・リサイタル（東京オ

ペラシティ コンサートホール）
音楽 2020年10月12日 2020年10月12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 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年9月11日

1000998
ダニール・トリフォノフ ピアノ・リサイタル（サント

リーホール）
音楽 2020年10月14日 2020年10月14日 サントリーホール 東京都 港区 赤坂１-１３-１ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年9月11日

1000999 セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル（東京） 音楽 2020年9月26日 2020年9月26日 浜離宮朝日ホール 東京都 中央区 築地５丁目３−２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビルⅡ１１Ｆ 2020年9月11日

1001000 セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル（千葉） 音楽 2020年9月27日 2020年9月27日 浦安音楽ホール コンサートホール 千葉県 浦安市 入船１丁目６−１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビルⅡ１１Ｆ 2020年9月11日

1001001
セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル（神奈

川）
音楽 2020年10月2日 2020年10月2日 南足柄市文化会館 大ホール 神奈川県 南足柄市 関本４１５−１ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビルⅡ１１Ｆ 2020年9月11日

1001002 セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル（大阪） 音楽 2020年10月3日 2020年10月3日
アクア文化ホール(豊中市立文化芸術

センター 中ホール)
大阪府 豊中市 曽根東町３丁目７−２ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビルⅡ１１Ｆ 2020年9月11日

1001003 セルゲイ・レーディキン ピアノ・リサイタル（群馬） 音楽 2020年10月4日 2020年10月4日 玉村町文化センター にしきのホール 群馬県 佐波郡玉村町 大字福島３２５ 株式会社光藍社 東京都 新宿区 愛住町２３－２ベルックス新宿ビルⅡ１１Ｆ 2020年9月11日

1001004 令和２年度喜多流自主公演(4月～10月） 能楽 2020年4月26日 2020年10月25日 十四世喜多六平太記念能楽堂 東京都 品川区 上大崎４－６－９ 公益財団法人十四世六平太記念財団 東京都 品川区 上大崎４－６－９ 2020年9月11日

1001005 Ragus-アイリッシュダンス-(関内） 舞踊 2020年11月7日 2020年11月7日 横浜関内ホール 大ホール 神奈川県 横浜市 中区住吉町４－４２－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1001006 Ragus-アイリッシュダンス-(小平） 舞踊 2020年11月12日 2020年11月12日 ルネこだいら 大ホール 東京都 小平市 美園町１－８－５ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1001007 Ragus-アイリッシュダンス-(調布） 舞踊 2020年11月13日 2020年11月13日 調布市グリーンホール 大ホール 東京都 調布市 小島町２－４７－１ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1001008 Ragus-アイリッシュダンス-(昭和女子大学） 舞踊 2020年11月14日 2020年11月14日 昭和女子大学人見記念講堂 東京都 世田谷区 太子堂１－７－５７ 株式会社インプレサリオ東京 東京都 豊島区 西池袋１－５－１１イトーピア池袋６０７ 2020年9月11日

1001009 西脇基金チャリティーコンサート 音楽 2020年9月23日 2020年9月23日 なかのZERO 大ホール 東京都 中野区 中野２－９－７ 西脇基金を支える会 東京都 千代田区 神田須田町１丁目９番 相鉄神田須田町ビル２０１号 2020年9月11日

1001010 日本テレマン協会第268回定期演奏会 音楽 2020年4月6日 2020年4月6日 大阪市中央公会堂 大阪府 大阪市 北区中之島１丁目１－２７ 一般社団法人日本テレマン協会 大阪府 大阪市 北区曽根崎新地２－１－１７ 2020年9月11日

1001011
ムジカーザ特別コンサート : 「世の終わりのための四

重奏曲」～ 森山開次 メシアンを舞う ～
舞踊 2020年9月15日 2020年9月17日 ムジカーザ 東京都 渋谷区 西原３－３３－１ 有限会社ムジカーザ 東京都 渋谷区 西原３－３３－１ 2020年9月18日

1001012
キエフ・クラシック・バレエ「白鳥の湖」 全２幕 (君

津市)
舞踊 2020年11月1日 2020年11月1日 君津市民文化ホール 大ホール 千葉県 君津市 三直６２２ 公益財団法人君津市文化振興財団 千葉県 君津市 三直６２２ 2020年9月18日

1001013
キエフ・クラシック・バレエ「白鳥の湖」 全２幕（東

海市）
舞踊 2020年10月17日 2020年10月17日 東海市芸術劇場 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 東海市 愛知県 東海市 大田町下浜田１３７番地 2020年9月18日

1001014
渡辺香津美ジャズ回帰トリオ＆豊田チカwith椎名豊ト

リオ
音楽 2020年3月1日 2020年3月1日

成田市文化芸術センタースカイタウン

ホ－ル
千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ 成田市 千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ スカイタウン成田４Ｆ事務室 2020年9月18日

1001015 GONTITI WHITE DAY CONCERT 音楽 2020年3月14日 2020年3月14日
成田市文化芸術センタースカイタウン

ホール
千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ 成田市 千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ スカイタウン成田４Ｆ事務室 2020年9月18日

1001016 しげちゃん一座 楽しい絵本ライブ 音楽 2020年3月21日 2020年3月21日
成田市文化芸術センタ－スカイタウン

ホール
千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ 成田市 千葉県 成田市 花崎町８２８－１１ スカイタウン成田４Ｆ事務室 2020年9月18日



1001017 フォーレ四重奏団 結成25周年スペシャル 音楽 2020年10月6日 2020年10月6日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年9月18日

1001018
〈トッパンホール20周年 バースデーコンサート〉ガブ

リエル・フォーレとともに
音楽 2020年10月1日 2020年10月1日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年9月18日

1001019
ジャン=クロード・ペヌティエ（ピアノ）―ショパン＆

ドビュッシー
音楽 2020年10月4日 2020年10月4日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年9月18日

1001020 ９月文楽公演 文楽 2020年9月5日 2020年9月6日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年9月18日

1001021 松永貴志ジャズライブ 音楽 2020年4月25日 2020年4月25日
芦屋市民会館大ホール（ルナ・ホー

ル）
兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 芦屋市 兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 2020年9月18日

1001022 1970年の音を聴く シュトックハウゼン「マントラ」 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日
芦屋市民会館大ホール（ルナ・ホー

ル）
兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 芦屋市 兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 2020年9月18日

1001023
イリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタル 2台の

スタインウェイを聴く
音楽 2020年7月11日 2020年7月11日

芦屋市民会館大ホール（ルナ・ホー

ル）
兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 芦屋市 兵庫県 芦屋市 業平町８－２４ 2020年9月18日

1001024
第26回ピアノリレー記念コンサート パスカル・ドゥ

ヴァイヨン ピアノリサイタル
音楽 2020年2月29日 2020年2月29日 高槻現代劇場 中ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001025 第16回たかつき和太鼓フェスティバル 音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 高槻現代劇場 大ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001026 第10回記念たかつき市民能 能楽 2020年3月7日 2020年3月7日 高槻現代劇場 大ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001027 お座敷で聴く米朝一門若手落語会 落語 2020年3月13日 2020年3月13日 高槻現代劇場 レストラン錦松鶴 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001028
大阪フィルハーモニー交響楽団 親子のためのオーケ

ストラ体験教室
音楽 2020年3月28日 2020年3月28日 高槻現代劇場 中ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001029
ティータイムコンサート津軽三味線と民謡のひととき

～本場弘前から～
音楽 2020年4月18日 2020年4月18日 高槻現代劇場 レセプションルーム 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001030
茂山一族デラックス狂言会プレイベント 茂・逸平さ

んが語る～次への挑戦～
能楽 2020年4月28日 2020年4月28日 高槻現代劇場 レセプションルーム 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001031 第27回茂山一族デラックス狂言会 能楽 2020年5月30日 2020年5月30日 高槻現代劇場 中ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001032 高槻文化友の会特別企画フルートとハープの午後 音楽 2020年6月6日 2020年6月6日 高槻現代劇場 レセプションルーム 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001033
第23回レセプション亭落語会～千朝さんと楽しむ上方

落語～
落語 2020年6月13日 2020年6月13日 高槻現代劇場 レセプションルーム 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001034
みんなで聴こう☆オーケストラ！大阪フィルハーモ

ニー交響楽団「運命」「英雄」
音楽 2020年6月21日 2020年6月21日 高槻現代劇場 大ホール 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 公益財団法人高槻市文化振興事業団 大阪府 高槻市 野見町２－３３ 2020年9月18日

1001035 2020明治安田生命J3リーグ SC相模原ホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月8日 2020年3月29日 相模原ギオンスタジアム 神奈川県 相模原市 南区下溝４１６９ 株式会社スポーツクラブ相模原 神奈川県 相模原市 中央区相模原５－１－１９ 2020年9月25日

1001036
アレクサンドル・カントロフ ピアノ・リサイタル（東

京）
音楽 2020年11月16日 2020年11月16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 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年9月25日

1001037
アレクサンドル・カントロフ ピアノ・リサイタル（大

阪）
音楽 2020年11月17日 2020年11月17日 ザ・シンフォニーホール 大阪府 大阪市 北区大淀南二丁目３－３ 株式会社KAJIMOTO 東京都 中央区 銀座６-４-１ 東海堂銀座ビル５Ｆ 2020年9月25日

1001038
YAMATO String Quartet ベートーヴェン中・後期弦

楽四重奏曲 全曲演奏会 第4回
音楽 2020年9月6日 2020年9月6日 神奈川県立音楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉ヶ丘９－２ 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9月25日

1001039 プエルタンゴ・キンテート 情熱のタンゴ 音楽 2020年9月25日 2020年9月25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9月25日

1001040
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（大阪・2月）
音楽 2020年2月11日 2020年2月11日 Zepp Osaka Bayside 大阪府 大阪市 此花区桜島１丁目１−６１ 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2日

1001041
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（福岡・２月）
音楽 2020年2月14日 2020年2月14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2日

1001042
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（名古屋・2月）
音楽 2020年2月16日 2020年2月16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2日

1001043
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（東京1部・2月）
音楽 2020年2月24日 2020年2月24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2日

1001044
 EXID 2020 Japan Live Tour ~Bad Girl For You~

（東京2部・2月）
音楽 2020年2月24日 2020年2月24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2日

1001045
米沢市市民文化会館自主事業「DRUM TAO SPECIAL

LIVE 2020」
音楽 2020年3月16日 2020年3月16日 米沢市市民文化会館 山形県 米沢市 中央１－１０－２ 公益財団法人米沢上杉文化振興財団 山形県 米沢市 丸の内１－２－１ 2020年10月2日

1001046
音楽座ミュージカル「SUNDAY（サンデイ）」（広

島）
演劇 2020年6月25日 2020年11月16日

上野学園ホール（広島県立文化芸術

ホール）
広島県 広島市 中区白島北町１９－１ 株式会社ヒューマンデザイン 東京都 千代田区 六番町１２番地６ 2020年10月2日

1001047
第32回丹沢音楽祭「ブラスの祭典」ぱんだウインド

オーケストラと共に
音楽 2020年3月1日 2020年3月1日

クアーズテック秦野カルチャーホール

（秦野市文化会館）
神奈川県 秦野市 平沢８２ 秦野市文化会館事業協会 神奈川県 秦野市 平沢８２ 2020年10月2日

1001048 秦野市文化会館開館40周年記念 松竹大歌舞伎 歌舞伎 2020年5月4日 2020年5月4日
クアーズテック秦野カルチャーホール

（秦野市文化会館）
神奈川県 秦野市 平沢８２ 秦野市文化会館事業協会 神奈川県 秦野市 平沢８２ 2020年10月2日

1001049
2020やまなみファミリーコンサート Vol.117 LEO 箏

コンサート
音楽 2020年5月30日 2020年5月30日

クアーズテック秦野カルチャーホール

（秦野市文化会館）
神奈川県 秦野市 平沢８２ 秦野市文化会館事業協会 神奈川県 秦野市 平沢８２ 2020年10月2日

1001050
2020やまなみファミリーコンサートVol.118 ニュウ

ニュウ ピアノ・リサイタル
音楽 2020年9月21日 2020年9月21日

クアーズテック秦野カルチャーホール

（秦野市文化会館）
神奈川県 秦野市 平沢８２ 秦野市文化会館事業協会 神奈川県 秦野市 平沢８２ 2020年10月2日

1001051
池田市制施行80周年記念事業プッチーニ・オペラ「三

部作」外套/修道女アンジェリカ/ジャンニ・スキッキ
音楽 2020年3月7日 2020年3月7日 池田市民文化会館アゼリアホール 大阪府 池田市 天神１－７－１ プッチーニオペラ研究会 2020年10月2日

1001052
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ第3回京都

定期演奏会
音楽 2020年11月1日 2020年11月1日 ロームシアター京都メインホール 京都府 京都市 左京区岡崎最勝寺町１３ 公益社団法人大阪市音楽団（Shion） 大阪府 大阪市 住之江区緑木１丁目４番１３８号 2020年10月9日

1001053 Eins:Vier Presents「KTHARSIS 2020」(新宿LOFT) 音楽 2020年4月1日 2020年7月21日 新宿LOFT 東京都 新宿区 歌舞伎町１丁目１２－９ タテハナビル 株式会社Field Arrow 東京都 渋谷区 渋谷３－５－１６ 渋谷三丁目スクエアビル２Ｆ 2020年10月9日

1001054 Eins:Vier Presents「KTHARSIS 2020」(目黒鹿鳴館) 音楽 2020年8月8日 2020年8月8日 目黒鹿鳴館 東京都 目黒区 目黒１－５－１７ 株式会社Field Arrow 東京都 渋谷区 渋谷３－５－１６ 渋谷三丁目スクエアビル２Ｆ 2020年10月9日

1001055 第68回 横浜能 能楽 2020年6月6日 2020年6月6日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２ 産業貿易センタービル １階 2020年10月9日

1001056 横浜能楽堂普及公演「横浜狂言堂」（６月公演） 能楽 2020年6月14日 2020年6月14日 横浜能楽堂 神奈川県 横浜市 西区紅葉丘２７－２ 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 神奈川県 横浜市 中区山下町２ 産業貿易センタービル １階 2020年10月9日

1001057
ユリア・フィッシャー（ヴァイオリン、ピアノ）＆ダ

ニエル・ミュラー=ショット（チェロ）
音楽 2020年12月4日 2020年12月4日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年10月9日

1001058 おでかけライブin沖縄スペシャル50回記念 同人誌即売会 2020年8月10日 2020年8月10日 沖縄コンベンションセンター 沖縄県 宜野湾市 真志喜 ４－３－１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001059 静岡コミックライブ218 同人誌即売会 2020年8月16日 2020年8月16日 ツインメッセ静岡 静岡県 静岡市 駿河区曲金三丁目１番１０号 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001060 おでかけライブin大分 サマースペシャル2020 同人誌即売会 2020年8月16日 2020年8月16日 大分イベントホール 大分県 大分市 南春日町１２番５号 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001061 仙台コミケ260回大感謝祭 同人誌即売会 2020年8月30日 2020年8月30日 仙台国際センター 宮城県 仙台市 宮城野区港３丁目１－７ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001062 コミックライブin名古屋 サマースペシャル2020 同人誌即売会 2020年8月30日 2020年8月30日 ポートメッセなごや 愛知県 名古屋市 港区金城ふ頭２丁目２ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001063 TRCオンリーライブ2020 Sept.06 同人誌即売会 2020年9月6日 2020年9月6日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６丁目１−１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001064 関西オンリーフェスタ2020オータム 同人誌即売会 2020年9月13日 2020年9月13日 インテックス大阪 大阪府 大阪市 住之江区南港北１丁目５−１０２ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001065 ヒロインMIX 同人誌即売会 2020年9月20日 2020年9月20日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６丁目１−１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001066 TRCオンリーライブ2020 Sept.21 同人誌即売会 2020年9月21日 2020年9月21日 東京流通センター(TRC) 東京都 大田区 平和島６丁目１−１ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001067 コミックライブin名古屋 オータムスペシャル2020 同人誌即売会 2020年10月25日 2020年10月25日 ポートメッセなごや 愛知県 名古屋市 港区金城ふ頭２丁目２ 株式会社ユウメディア 東京都 台東区 寿１－５－９盛光伸光ビル８Ｆ 2020年10月9日

1001068
あ・うん♡ぐるーぷ第四回公演「～近松門左衛門全集

より～梅川・忠兵衛」
演劇 2020年5月8日 2020年5月10日 博品館劇場 東京都 中央区 銀座８－８－１１ あ・うん♡ぐるーぷ 東京都 中央区 日本橋浜町３－２０－１１－９０３ 2020年10月9日

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 西新宿三丁目２０番２号 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 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 西新宿三丁目２０番２号 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 2020年10月16日

1001088 You遊モデル ジョイントコンサート 音楽 2020年6月19日 2020年9月3日 練馬文化センター 小ホール 東京都 練馬区 練馬１－１７－３７ 有限会社 遊企画２１ 東京都 練馬区 練馬１－１８－２ 2020年10月23日

1001089
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第333回定

期演奏会
音楽 2020年4月11日 2020年4月11日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月23日

1001090

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 交響組曲「ドラゴンクエストXI」過ぎ去りし時

を求めて

音楽 2020年3月27日 2020年6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 西新宿三丁目２０番２号
一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月23日

1001091
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第334回定

期演奏会
音楽 2020年5月1日 2020年5月1日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月23日

1001092
バッハ・コレギウム・ジャパン  定期演奏会 マタイ受

難曲（第250回神戸松蔭チャペルコンサート）
音楽 2020年4月12日 2020年4月12日 神戸松蔭女子学院大学 チャペル 兵庫県 神戸市 灘区篠原伯母野山町１－２－１ 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001093
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
音楽 2020年4月10日 2020年4月10日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001094
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
音楽 2020年5月24日 2020年5月24日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001095
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
音楽 2020年4月27日 2020年4月27日 紀尾井ホール 東京都 千代田区 紀尾井町６－５ 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001096 鈴木雅明 オルガンリサイタル 音楽 2020年7月19日 2020年7月19日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001097
バッハ・コレギウム・ジャパン 第139回定期演奏会

ロ短調ミサ曲
音楽 2020年9月20日 2020年9月20日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001098
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
音楽 2020年9月19日 2020年9月19日 神戸松蔭女子学院大学 チャペル 兵庫県 神戸市 灘区篠原伯母野山町１－２－１ 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001099
バッハ・コレギウム・ジャパン 創立30周年記念演奏会

神戸公演
音楽 2020年5月23日 2020年5月23日 神戸松蔭女子学院大学 チャペル 兵庫県 神戸市 灘区篠原伯母野山町１－２－１ 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月23日

1001100 ウィーン・ニコライ弦楽四重奏団 音楽 2020年11月25日 2020年11月25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10月23日

1001101
バッハ・コレギウム・ジャパン 第140回定期演奏会

「運命」とハ長調ミサ曲
音楽 2020年11月28日 2020年11月28日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号 有限会社バッハ・コレギウム・ジャパン 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷５－２９－７－４０２ 2020年10月30日

1001102
やまなみファミリーコンサートvol.119 木嶋真優

ヴァイオリン・リサイタル
音楽 2020年12月19日 2020年12月19日

クアーズテック秦野カルチャーホール

（秦野市文化会館）
神奈川県 秦野市 平沢８２ 秦野市文化会館事業協会 神奈川県 秦野市 平沢８２ 2020年10月30日

1001103

〈歌曲（リート）の森〉 ～詩と音楽 Gedichte und

Musik～第25篇クリストフ・プレガルディエン（テ

ノール）＆ミヒャエル・ゲース（ピアノ）

音楽 2020年11月10日 2020年11月10日 トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 株式会社トッパンホール 東京都 文京区 水道１丁目３番３号 2020年10月30日

1001104
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第61回

ティアラこうとう定期演奏会
音楽 2020年5月30日 2020年5月30日

江東区江東公会堂（ティアラこうと

う）
東京都 江東区 住吉２－２８－３６

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月30日

1001105
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 交響組曲

「ドラゴンクエストⅩ」目覚めし五つの種族
音楽 2020年6月13日 2020年6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 西新宿三丁目２０番２号

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月30日

1001106
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第335回定

期演奏会
音楽 2020年6月26日 2020年6月26日 東京オペラシティ コンサートホール 東京都 新宿区 西新宿三丁目２０番２号

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年10月30日

1001107
ソレイユ3D ～あなたはまだ本当のソレイユを知らない

～
音楽 2020年4月25日 2020年4月25日 こまごめわいわいほーる 東京都 豊島区 駒込２丁目７－１１ グレイスハイム霜降 Ｂ１Ｆ 二宮みのり 2020年11月6日

1001108
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第３３６

回定期演奏会
音楽 2020年9月26日 2020年9月26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

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月6日

1001109
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第３３７

回定期演奏会
音楽 2020年10月16日 2020年10月16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

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月6日

1001110
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第３３８

回定期演奏会
音楽 2020年11月13日 2020年11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丁目２０番２号

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月6日

1001111
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第６２回

ティアラこうとう定期演奏会
音楽 2020年10月31日 2020年10月31日

江東区江東公会堂（ティアラこうと

う）
東京都 江東区 住吉２丁目２８－３６

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月6日

1001112

ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー

(12月振替公演)presented by 東急リバブル IN 久

居

音楽 2020年12月26日 2020年12月26日 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 津市久居アルスプラザ 三重県 津市 久居東鷹跡町２４６番地 2020年11月6日

1001113 GirlsLoveFestival30 同人誌即売会 2020年6月20日 2020年6月20日 大田区産業プラザPiO 東京都 大田区 南蒲田１ー２０ー２０ ラブフェス事務局 2020年11月13日

1001114
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』
演劇 2020年6月20日 2020年6月28日 シアターサンモール 東京都 新宿区 新宿１－１９－１０サンモールクレストＢ１ ポップンマッシュルームチキン野郎 2020年11月13日

1001115
2020明治安田生命Ｊ１リーグ 名古屋グランパスホー

ムゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年2月29日 2020年3月14日 豊田スタジアム 愛知県 豊田市 千石町７丁目２ 株式会社名古屋グランパスエイト 愛知県 豊田市 保見町井ノ向５７－２３０ トヨタスポーツセンター内 2020年11月13日

1001116
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 交響組曲

「ドラゴンクエスト」Ⅶ～Ⅸベストセレクション
音楽 2020年8月1日 2020年8月1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

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月13日

1001117
東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 交響組曲

「ドラゴンクエスト」Ⅰ～Ⅲベストセレクション
音楽 2020年9月3日 2020年9月3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

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月13日

1001118 サンライズクリエイションBS 2020 in Spring 同人誌即売会 2020年4月5日 2020年4月5日 東京ビッグサイト 東京都 江東区 有明３丁目１１－１ SDF 東京都 千代田区 東神田１－３－６ 政弥ビル３０１ 2020年11月13日

1001119
東京交響楽団キッズプログラム０歳からのオーケスト

ラ～ズーラシアンブラスmeets 東京交響楽団
音楽 2020年3月7日 2020年3月7日

大和市文化創造拠点シリウス1階芸術

文化ホールメインホール
神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 やまとみらい 神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 2020年11月13日

1001120
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「Forever Plaid

／フォーエヴァー プラッド」
演劇 2020年4月19日 2020年4月19日

大和市文化創造拠点シリウス1階芸術

文化ホールメインホール
神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 やまとみらい 神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 2020年11月13日

1001121 レ・ヴァン・フランセ2020 音楽 2020年6月27日 2020年6月27日
大和市文化創造拠点シリウス1階芸術

文化ホールメインホール
神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 やまとみらい 神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 2020年11月13日

1001122 仲道郁代 「不思議ボール」 音楽 2020年7月23日 2020年7月23日
大和市文化創造拠点シリウス1階芸術

文化ホールメインホール
神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 やまとみらい 神奈川県 大和市 大和南一丁目８番１号 2020年11月13日

1001123
2020明治安田生命J3リーグ いわてグルージャ盛岡

ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月22日 2020年4月5日

いわぎんスタジアム（盛岡南公園球技

場）
岩手県 盛岡市 永井８－６５ 株式会社いわてアスリートクラブ 岩手県 盛岡市 飯岡新田６－１４－４ ２Ｆ 2020年11月13日

1001124 ミュージカル「ひめゆり」 演劇 2020年10月20日 2020年10月25日 彩の国さいたま芸術劇場大ホール 埼玉県 さいたま市 中央区上峰３ー１５ー１ 有限会社ミュージカル座 埼玉県 さいたま市 浦和区常盤９-８-１５ 松本ビル２Ｆ 2020年11月13日

1001125
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～」
演劇 2020年4月1日 2020年4月5日 新宿村LIVE 東京都 新宿区 北新宿区２－１－２ 新宿村スタジオ内Ｂ２ オッドエンタテインメント株式会社 東京都 台東区 寿２－１－１３ 偕楽ビル３Ｆ 2020年11月13日

1001126 第１３回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 音楽 2020年3月19日 2020年3月22日 ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂） 福島県 福島市 入江町１番１号
声楽アンサンブルコンテスト全国大会実行

委員会
福島県 福島市 杉妻町２番１６号 2020年11月13日

1001127
"世良公則ソロアコースティックライブ２０２０～迸る

～hotobashiru"
音楽 2020年6月27日 2020年6月27日 ＫＯＴＯＲＩホール（昭島市民会館） 東京都 昭島市 つつじが丘３－７－７ 昭島市民会館文化事業協会 東京都 昭島市 つつじが丘３－７－７ 2020年11月13日

1001128 神戸かわさき造船これくしょん7 同人誌即売会 2020年8月16日 2020年8月16日 神戸国際展示場 兵庫県 神戸市 中央区港島中町６丁目１１－１ プレイングキィ 兵庫県 尼崎市 大庄北2-13-7 2020年11月13日

1001129
劇団四季ミュージカル「カモメに飛ぶことを教えた

猫」
演劇 2020年3月25日 2020年3月25日 レザンホール（塩尻市文化会館） 長野県 塩尻市 大門七番町４番８号 一般財団法人塩尻市文化振興事業団 長野県 塩尻市 大門七番町４番８号 2020年11月13日

1001130
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』」
演劇 2020年12月2日 2020年12月6日 座・高円寺１ 東京都 杉並区 高円寺北２－１－２ メメントC 2020年11月20日

1001131
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 第３３９

回定期演奏会
音楽 2021年1月29日 2021年1月29日 サントリーホール 大ホール 東京都 港区 赤坂１－１３－１

一般社団法人東京シティ・フィルハーモ

ニック管弦楽団
東京都 江東区 住吉一丁目１９番１－２０３号 2020年11月20日

1001132 メルメリィマーケットvol.13 同人誌即売会 2020年3月21日 2020年3月22日 難波御堂筋ホール 大阪府 大阪市 中央区難波４丁目２－１難波御堂筋ビルディング メルメリィマーケット実行委員会 2020年11月20日

1001133 劇団四季ミュージカル「コーラスライン」鹿児島公演 演劇 2020年6月14日 2020年6月14日 鹿児島市民文化ホール（川商ホール） 鹿児島県 鹿児島市 与次郎２丁目３番１号 鹿児島音楽文化協会 鹿児島県 鹿児島市 名山町１番３号 2020年11月27日

1001134
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

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月14日 2020年4月5日 NDソフトスタジアム山形 山形県 天童市 山王１番１号 株式会社モンテディオ山形 山形県 天童市 山王１番１号 2020年12月4日

1001135 伝統芸能発信公演「芸能開闢古事記」 その他の伝統芸能 2020年3月1日 2020年3月1日 島根県民会館 島根県 松江市 殿町１５８ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001136 島根邦楽集団 第14回定期演奏会 音楽 2020年3月1日 2020年3月1日 島根県芸術文化センター(グラントワ) 島根県 益田市 有明町５－１５ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001137 演劇公演「お勢、断行」 演劇 2020年3月17日 2020年3月17日 島根県芸術文化センター(グラントワ) 島根県 益田市 有明町５－１５ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001138 グラントワ弦楽合奏団 第９回定期演奏会 音楽 2020年3月22日 2020年3月22日 石央文化ホール 島根県 浜田市 黒川町４１７５番地 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001139 グラントワ開館15周年記念事業「松竹大歌舞伎」 歌舞伎 2020年4月11日 2020年4月11日 島根県芸術文化センター(グラントワ) 島根県 益田市 有明町５－１５ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001140
マイ・ラスト・ソング～久世さんが残してくれた歌～

「懐かしの水曜劇場編」
音楽 2020年4月18日 2020年4月19日 島根県民会館 島根県 松江市 殿町１５８ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001141
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル参加

公演「紙のサティさん・おめめの目」
演劇 2020年5月3日 2020年5月3日 島根県芸術文化センター(グラントワ) 島根県 益田市 有明町５－１５ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001142 水谷千重子ありがとうコンサート2020in島根 音楽 2020年6月28日 2020年6月28日 島根県芸術文化センター(グラントワ) 島根県 益田市 有明町５－１５ 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県 松江市 殿町１５８ 2020年12月4日

1001143
2020明治安田生命J2リーグ ジェフユナイテッド市

原・千葉 ホームゲーム

観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月1日 2020年3月18日 フクダ電子アリーナ 千葉県 千葉市 中央区川崎町１－２０ ジェフユナイテッド株式会社 千葉県 千葉市 中央区川崎町１－３８ 2020年12月4日

1001144 １１月歌舞伎公演第２部 歌舞伎 2020年11月22日 2020年11月25日 国立劇場 大劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年12月11日

1001145 １２月文楽公演第２部 文楽 2020年12月7日 2020年12月7日 国立劇場 小劇場 東京都 千代田区 隼町４－１ 独立行政法人日本芸術文化振興会 東京都 千代田区 隼町４－１ 2020年12月18日

1001146 泉州夢花火
その他文化芸術イ

ベント
2020年12月26日 2020年12月27日 泉南りんくう公園 大阪府 泉南市 りんくう南浜２－２０１ 一般社団法人 泉州光と音の夢花火 大阪府 大阪市 中央区南船場１丁目１４－６ リレービル４階 2020年12月18日

1001147 こがねい春の能 能楽 2020年4月25日 2020年4月25日 小金井宮地楽器ホール 東京都 小金井市 本町６－１４－４５ こがねい春の能実行委員会 東京都 小金井市 貫井南町４－１２－１４ 2020年12月18日

1001148 B.LEAGUE 2020-21シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年12月5日 2020年12月13日

おおきにアリーナ舞洲（舞洲アリー

ナ）
大阪府 大阪市 此花区北港緑地２－２－１５

ヒューマンプランニング株式会社（大阪エ

ヴェッサ）
大阪府 大阪市 中央区南船場４－３－２ヒューリック寝台橋ビル９階 2020年12月18日

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

1001170 B.LEAGUE 2020-21シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年12月16日 2020年12月27日 おおきにアリーナ舞洲 大阪府 大阪市 此花区北港緑地２－２－１５

ヒューマンプランニング株式会社（大阪エ

ヴェッサ）
大阪府 大阪市 中央区南船場４－３－２ヒューリック心斎橋ビル９階 2021年1月8日

1001171 第22回ハイテクハーフマラソン
参加型スポーツイ

ベント
2021年1月10日 2021年1月11日 新荒川大橋野球場 東京都 北区 赤羽３丁目２９ ハイテクハーフマラソン実行委員会 東京都 千代田区 神田神保町１丁目５８パピロスビル３Ｆ 2021年1月8日

1001172 辻井伸行日本ツアー２０２０”バラード” 音楽 2020年3月1日 2020年8月31日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月8日

1001173 2020明治安田生命J3リーグ 藤枝MYFCホームゲーム
観戦型スポーツイ

ベント
2020年7月4日 2020年7月4日 藤枝総合運動公園サッカー場 静岡県 藤枝市 原１００ 株式会社藤枝MYFC 静岡県 藤枝市 高柳２１６２－１ 2021年1月15日

1001174 COUNTDOWN JAPAN 20/21 音楽 2020年12月27日 2020年12月31日
幕張メッセ国際展示場1～11ホール、

イベントホール
千葉県 千葉市 美浜区中瀬２－１ 株式会社ロッキング・オン・ジャパン 東京都 渋谷区 渋谷２－２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア ２７Ｆ 2021年1月22日

1001175 牛田智大ピアノ・リサイタル 音楽 2020年4月19日 2020年9月5日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月22日

1001176 千住真理子ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年3月28日 2020年8月25日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月22日

1001177
外山啓介 オール・ベートーヴェン ピアノ・リサイ

タル
音楽 2020年9月11日 2020年9月11日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月22日

1001178 第五回文学フリマ京都 同人誌即売会 2021年1月17日 2021年1月17日 京都市勧業館みやこめっせ 京都府 京都市 左京区岡崎成勝寺町９番地の１ 文学フリマ京都事務局 2021年1月22日

1001179 反田恭平ピアノ・リサイタル ツアー２０２０ 音楽 2020年3月27日 2020年9月2日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月22日

1001180 二兎社公演44「ザ・空気 ver.3 そして彼は去った…」 演劇 2021年1月8日 2021年1月31日 東京芸術劇場 シアターイースト 東京都 豊島区 西池袋１－８－１ 株式会社 二兎社 東京都 練馬区 早宮４－６－５－２Ｆ 2021年1月29日

1001181
シャルル・リシャール＝アムラン ピアノ・リサイタ

ル
音楽 2020年9月5日 2020年9月5日 札幌コンサートホールKitara大ホール 北海道 札幌市 中央区中島公園１－１５ 有限会社オフィス・ワン 北海道 札幌市 中央区大通西１５－１－１１ 2021年1月29日

1001182 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN 鷹栖大会
観戦型スポーツイ

ベント
2021年1月9日 2021年1月10日 鷹栖町総合体育館 北海道 上川郡鷹栖町 南２条４丁目１－２ 株式会社VOREAS 北海道 旭川市 東鷹栖４線１０号３－１２ 2021年1月29日

1001183 『HIGH SCHOOL OF ROCK』 演劇 2020年12月23日 2020年12月27日 キーノート・シアター 東京都 荒川区 西日暮里１丁目１－１ Charm 2021年1月29日

1001184 ノジマTリーグ 2020-2021シーズン
観戦型スポーツイ

ベント
2021年1月22日 2021年1月24日 東和薬品RACTABドーム 大阪府 門真市 三ツ島３丁目７－１６ 一般社団法人Tリーグ 東京都 文京区 湯島１－１－２ ＡＴＭビル２階 2021年1月29日

1001185 ノジマTリーグ 2020-2021シーズン
観戦型スポーツイ

ベント
2021年1月28日 2021年1月30日 貝塚市総合体育館 大阪府 貝塚市 畠中１丁目１３－１ 一般社団法人Tリーグ 東京都 文京区 湯島１－１－２ ＡＴＭビル２階 2021年1月29日

1001186 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MENつくば大会
観戦型スポーツイ

ベント
2021年1月16日 2021年1月17日 つくばカピオ 茨城県 つくば市 竹園１丁目１０－１

一般社団法人つくばユナイテッドサンガイ

ア（つくばユナイテッドSun GAIA）
茨城県 つくば市 竹園１－９－２デイズタウン三階 2021年2月5日

1001187 新橋演舞場 四月大歌舞伎 演劇 2020年4月3日 2020年4月27日 新橋演舞場 東京都 中央区 銀座６丁目１８番２号 松竹株式会社 東京都 中央区 銀座６丁目１８番２号 2021年2月5日

1001188 神尾真由子 ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年10月10日 2020年10月10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 2021年2月5日

1001189 上原彩子 ピアノ・リサイタル 音楽 2020年11月3日 2020年11月3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 2021年2月5日

1001190 錦織健 テノール・リサイタル 音楽 2020年9月18日 2020年9月18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 2021年2月5日

1001191 徳永二男 ヴァイオリン・リサイタル 音楽 2020年10月7日 2020年10月7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 2021年2月5日

1001192 石田泰尚＆阪田知樹 デュオ・リサイタル 音楽 2020年11月3日 2020年11月3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 2021年2月5日

1001193 外山啓介 ピアノ・リサイタル 音楽 2020年12月4日 2020年12月4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 2021年2月5日

1001194
庄司紗矢香＆ヴィキングル・オラフソン デュオ・リ

サイタル
音楽 2020年12月13日 2020年12月13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 2021年2月5日

1001195 石田泰尚＆﨑谷直人 デュオ・リサイタル 音楽 2020年12月16日 2020年12月16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 2021年2月5日

1001196
仲道郁代 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全曲演奏

会第１期第２回
音楽 2020年12月20日 2020年12月20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 2021年2月5日

1001197
樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン デュオ・リサイ

タル
音楽 2021年1月7日 2021年1月7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 2021年2月5日

1001198 宮田大 チェロ・リサイタル 音楽 2021年1月9日 2021年1月9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 2021年2月5日

1001199 ゴッホ展 美術 2020年2月1日 2020年3月29日 兵庫県立美術館 兵庫県 神戸市 中央区脇浜海岸通１－１－１ 兵庫県 兵庫県 神戸市 中央区脇浜海岸通１－１－１ 2021年2月5日

1001200 開館50周年 超・名品展 美術 2020年4月11日 2020年6月7日 兵庫県立美術館 兵庫県 神戸市 中央区脇浜海岸通１－１－１ 兵庫県 兵庫県 神戸市 中央区脇浜海岸通１－１－１ 2021年2月19日

1001201 B.LEAGUE 2020-21シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2021年1月27日 2021年1月27日 おおきにアリーナ舞洲 大阪府 大阪市 此花区北港緑地２－２－１５

ヒューマンプランニング株式会社（大阪エ

ヴェッサ）
大阪府 大阪市 中央区南船場４－３－２ヒューリック心斎橋ビル９階 2021年2月19日

1001202 福岡コミックライブ１７ 同人誌即売会 2020年12月6日 2020年12月6日 福岡国際会議場 福岡県 福岡市 博多区石城町２－１ 株式会社ユウメディア 東京都 大田区 平和島六丁目１番１号センタービル １０７ 2021年2月19日

1001203 TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2020 音楽 2020年9月5日 2020年9月5日 横浜スタジアム 神奈川県 横浜市 中区横浜公園 株式会社ホワイトミュージック 東京都 港区 西麻布３－１５－９ 2021年2月26日

1001204
A.C.E JAPAN FAN EVENT 2020～Happy White Day

to CHOICE～（3月なんばHatch）
音楽 2020年3月15日 2020年3月15日 なんばHatch 大阪府 大阪市 浪速区湊町１丁目３－１ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル ３Ｆ 2021年3月10日

1001205
A.C.E JAPAN FAN EVENT 2020～Happy White Day

to CHOICE～（3月マイナビBLITZ赤坂）
音楽 2020年3月17日 2020年3月17日 マイナビBLITZ赤坂 東京都 港区 赤坂５丁目３－２ 株式会社ジェイロック 東京都 渋谷区 渋谷３－２６－１５ ＮＥＸ渋谷ビル ３Ｆ 2021年3月10日

1001206
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020

COLORLESS Hall Tour
音楽 2020年3月19日 2020年3月20日 上野学園ホール 広島県 広島市 中区白島北町１９－１ 株式会社HIGHERSELF 広島県 広島市 中区新天地5－14－302 2021年3月26日

1001207 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月21日 2020年3月22日 富山県総合体育センター 富山県 富山市 秋ケ島183 株式会社富山グラウジーズ 富山県 富山市 金泉寺44-1 2021年3月26日

1001208 B.LEAGUE 2019-20シーズン B1リーグ
観戦型スポーツイ

ベント
2020年3月4日 2020年4月12日 富山市総合体育館 富山県 富山市 湊入船町１２－１ 株式会社富山グラウジーズ 富山県 富山市 金泉寺44-1 2021年3月26日

1001209 大槻能楽堂自主公演能 能楽 2020年4月25日 2021年1月23日 大槻能楽堂 大阪府 大阪市 中央区上町A-7 公益財団法人大槻能楽堂 大阪府 大阪市 中央区上町A-7 2021年4月2日

1001210 芸歴50周年記念 桂文珍 国立劇場20日間独演会 落語 2020年2月28日 2020年3月24日 国立劇場大劇場 東京都 千代田区 隼町4-1 株式会社読売新聞東京本社 東京都 千代田区 大手町1－7－1 2021年4月9日


