
平成29年度アートシアター鑑賞事業公演企画　応募企画一覧

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 有限会社アプローズ ポップス KiKi Hit Medley

2 有限会社エアソーク ジャズヴォーカル 着物 de JAZZ

3 有限会社エアソーク トラッドジャズコンボ 阿部ヒロカズ トラッドジャズトリオ

4 有限会社エアソーク ハーモニカ 千葉智寿アコースティックハーモニカ

5 Ezo’n music 邦楽 新田親子with Ezo’nスペシャルコンサート

6 Ezo’n music 邦楽 Ezo’nコンサート

7 Ezo’n music 邦楽 新田弘志が送る「全国各地民謡行脚！」

8 Ezo’n music 邦楽 和心ブラザーズコンサート

9 株式会社オフィス・フォルテ クラシック 小さなオーケストラ・コンサート

10 音楽グループ あみゅぜ。 リトミック、声楽、ピアノ、木管楽器 あみゅぜ。のファミリーコンサート♪～遊園地へでかけよう！～

11 音楽グループ あみゅぜ。 リトミック、声楽、ピアノ、木管楽器 「音楽で遊ぼう♪」

12 音楽グループ あみゅぜ。 声楽、ピアノ、木管楽器 音楽で遊ぼう♪～Let’s play music～

13 株式会社音楽舎ベストサポート
パーカッション（打楽器）エンターテイ
メント

わくわくパーカッションサークル
～見て聞いて楽しい楽器が盛りだくさん～

14 Crann Fields （クランフィールズ） アイリッシュ音楽 アイリッシュ音楽会 ～心と心をつなぐ躍動と哀愁の民族音楽・アイルランド音楽～

15 Creative Music Society（CMS) クラシック 能登谷安紀子ヴァイオリンコンサート

16 Creative Music Society (CMS) クラシック CMSアンサンブル・トリオ

17 Creative Music Society (CMS) クラシック CMSアンサンブル・クァルテット

18 Ｋ・Ｖ・Ｓ ジャズヴォーカル Jazz Vocal MIZUHO

19 Ｋ・Ｖ・Ｓ ジャズ＆ポップスコーラス Ken & Honey Vee  ～華麗なコーラス～

20 Ｋ・Ｖ・Ｓ ジャズ＆ポップスコーラス Workshop & Live with Honey Vee

21 Ｋ・Ｖ・Ｓ ジャズヴォーカル あかちゃんとママのジャズデビュー

22 The North Origin Records
(ザ ノース オリジン レコーズ）

オリジナル曲、日本の楽曲、
世界の民謡、洋楽

ワートシンフォニー 北海道公演

23 ジャスト・プランニング ジャズコンボ Hokkaido Special with タイガー大越

24 ジャスト・プランニング デキシーランドジャズ ジョニー黒田とディキシープリンス

25 ジャスト・プランニング ジャズコンボ 蛇池雅人（サックス）グループ

26 株式会社 Ｊプロモーション 世界の民族音楽他 つきのさんぽと世界を巡る旅

27 少人数による音楽とバレエのステージPrincipal 音楽、バレエ 名曲の舞～くるみ割り人形～

28 少人数による音楽とバレエのステージPrincipal 音楽、バレエ 芸術劇場～白鳥の湖

29 少人数による音楽とバレエのステージprincipal 音楽、バレエ バレエ音楽 眠れる森の美女

30 セピアムーンレコーズ ポップス（邦楽、洋楽） 風間ヤスヒロのニュースタイルな流し参上！

31 セピアムーンレコーズ ポップス（邦楽、洋楽） 風間ヤスヒロ スペシャルライブ

32 セピアムーンレコーズ 音楽ワークショップ 風間ヤスヒロの楽しい音楽教室

33 田村まさか
オカリナ・ピアノ演奏、弾語り、
モノマネ

田村まさか 笑いと感動のコンサート

34 トリオ・ハルモニア クラシック 2つのヴァイオリンとピアノが織りなすハーモニー

35 公益財団法人日本青少年文化センター 邦楽 しゃみせんいろいろ

36 ハート音楽院アンサンブル クラシック、オールジャンル ギターミュージックアラカルト

37 ハート音楽院アンサンブル クラシック、オールジャンル クラシックギタールネッサンス・バロック

38 ハート音楽院アンサンブル クラシック、オールジャンル クラシックギターを中心とし、キーボード、木琴、歌など取り入れたアンサンブル

39 株式会社ヒトココチ 邦楽、ワールドミュージック ひのき屋・ライブツアー「旅するぼうし」

40 株式会社ヒトココチ 邦楽、ワールドミュージック ひのき屋・ライブツアー「わいわい音楽隊！」

41 Filarmonica Mandolini Alba Sapporo
（フィラルモニカ マンドリィニ アルバ サッポロ）

クラシック
（マンドリンオーケストラ）

Alba2018演奏会

42 株式会社ブライトサッポロ ゴスペル他 Natsukiソロリサイタル2017

43 株式会社ブライトサッポロ ゴスペル ゴスペルコンサート～Natsuki＆ブライトサッポロゴスペルクワイア～

44 株式会社ブライトサッポロ ゴスペル ゴスペルワークショップ＆ミニコンサートwith Natsuki

45 株式会社ブライトサッポロ クラシック他 喜びは音楽と共に

46 国立大学法人北海道教育大学・実験劇場 オペラ（声楽） マドリガーレ・オペラ「函館戦争」

47 北海道二期会 オペラ フンパーディンク作曲オペラ「ヘンゼルとグレーテル」（日本語上演）

48 北海道二期会 オペラ 木下牧子作曲オペラ「不思議の国のアリス」

49 mamma dou-dou 音楽付朗読 音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」

50 mamma dou-dou 音楽付朗読 サウンド・オブ・ミュージック（挿入歌と朗読）

51 mamma dou-dou 童謡、唱歌等 美しい日本語を味わう童謡コンサート

52 mamma dou-dou 音楽付朗読 音楽にのせて語る“昔ばなし”

53 未来塾パートナー
子供向け曲、朗読付き音楽、クラシック
他

フィリアアンサンブル～手をつなごう～明るい未来のために

54 未来塾パートナー
アニメ曲、童謡、唱歌、クラシック、
流行曲

日本一のカスタネット奏者と～その仲間たち～

55 株式会社Moon・PROMOTION クラシック 大平まゆみ ヴァイオリンコンサート

○　道内／音楽　68企画
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※　掲載している情報は、平成28年5月31日現在の情報です。

公演企画団体等の都合により変更となる場合があります。



平成29年度アートシアター鑑賞事業公演企画　応募企画一覧

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

56 株式会社Moon・PROMOTION クラシック 大平まゆみ～ヴァイオリンの魅力と音楽のお話し～

57 株式会社Moon・PROMOTION クラシック 大平まゆみ 弦楽四重奏～日本の四季～

58 株式会社Moon・PROMOTION クラシック 大平まゆみ～弦楽アンサンブル～

59 Musica Hokkaido アイヌの楽器演奏、西洋の音楽など 「北海道の文化 彩＆奏～アイヌの伝承文化とクラシック音楽との出会い」

60 Musica Hokkaido 音楽付朗読 宮沢賢治原作「セロ弾きのゴーシュ」～毛利巨塵のセロとともに

61 木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ有限責任事
業組合

クラシック 5色のパレット～ポロゴで楽しむ木管五重奏コンサート

62 木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ有限責任事
業組合

クラシック 5色のパレット～ポロゴと音楽を学ぼう！（コンサート＋講習会）

63 木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ有限責任事
業組合

クラシック 5色のパレット～ポロゴと音楽に触れあおう！（コンサート＋学校アウトリーチ）

64 木管五重奏団ウィンドアンサンブル・ポロゴ有限責任事
業組合

クラシック
5色のパレット～まるごとポロゴ！（アウトリーチ＋ワークショップ＋コンサート）

65 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック フランス今昔物語 Le présent et le passé

66 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック フランスの風 Le vent France

67 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック ビバ！エスパーニャ！

68 Les pommes2(レ・ポムポム) クラシック エスパーニャ！

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 劇団イナダ組 現代演劇 イナダ組 新作公演

2 札幌市こども人形劇場こぐま座（公益財団法人さっぽろ
青少年女性活動協会）

人形劇
やまびこ座・こぐま座プロデュース人形劇 北海道の人形劇シリーズPart2
「モイモイ・オーシャン・パラダイス」

3 札幌人形劇協議会 人形劇 「人形劇はっくしょんしてよかばくん」とミニコンサート

4 座・れら 現代演劇 座･れら「空の村号」

5 新芸能集団「乱拍子」 現代演劇 東日本大震災復興支援公演「かがりひ」

6 弦巻楽団 現代演劇 弦巻楽団「ナイトスイミング」

7 弦巻楽団 現代演劇 弦巻楽団「サウンズ・オブ・サイレンシーズ」

8 弦巻楽団 現代演劇 ワークショップ 地域で作る演劇「私たちの人生の物語」

9 トランク機械シアター 人形劇 ねじまきロボットα～ぼくのうまれたひ～

10 トランク機械シアター 人形劇 おでかけ公演

11 公益財団法人北海道演劇財団						 現代演劇 	 空知る夏の幻想曲

12 ヨミガタリを楽しむ会
人形劇をベースとした様々な表現のコラ
ボレーション

きりがたりシアター

13 ヨミガタリを楽しむ会
読み語りとクラシックギターのコラボ
レートで送る名作劇場

まっつ＆ようさんの「走れメロス」

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 有限会社アプローズ ダンス DANCE PARADISE ～HIP HOP TIP TAP～ダンスワークショップ＆ライブ

2 少人数による音楽とバレエのステージPrincipal バレエ、音楽 芸術劇場～白鳥の湖

3 新芸能集団「乱拍子」 伝統芸能 北海！MIDARE 拍子 「北の大地の花祭り」

4 新芸能集団「乱拍子」 伝統芸能 乱拍子～祭囃子は鳴りやまず～

5 ダンススタジオマインド（舞人）
HIP-HOPやコンテンポラリーダンス等
様々なダンス

楽しく体を動かしてみよう「みんなでダンス！！」
（ワークショップ＆成果発表体験+マインドダンサー公演）

6 ダンススタジオマインド（舞人）
HIP-HOPやコンテンポラリーダンス等
様々なダンス

楽しくからだを動かしてみよう「みんなでダンス！！」
（ワークショップ＆成果発表体験）

7 平成開進亭 落語 上方落語の会～すべて見せますお囃子の世界～

8 平成開進亭 落語 東西落語会

9 平成開進亭 落語 桂枝光の出前寄席～あなたの町に笑いをデリバリー～

10 NPO法人民族歌舞団こぶし座 伝統芸能 こぶし座の楽しい芸能ひろば（ホール用企画）

11 NPO法人民族歌舞団こぶし座 伝統芸能 こぶし座の楽しい芸能ひろば（ふれあい企画）

12 株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー 落語 桂三段 独演会

13 リーフレットミューズ クラシックバレエ、クラシック バレエとギター デュオコンサート

○　道内／演劇　13企画

○　道内／舞踊・伝統芸能その他　13企画
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※　掲載している情報は、平成28年5月31日現在の情報です。

公演企画団体等の都合により変更となる場合があります。



平成29年度アートシアター鑑賞事業公演企画　応募企画一覧

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 有限会社アーツ・アイランド
クラシック、ラテン、日本歌曲、
昭和歌謡など

アルパの弾き語りとフルートによる名曲の調べ
～池山由香(アルパ＆歌)×篠原梨絵(フルート)

2 有限会社アーツ・アイランド クラシック
3つの琴で奏でる異国の調べ
～池山由香（アルパ＆歌）×中村愛（ハープ）×美炎（馬頭琴）

3 有限会社アートウィル 邦楽 和太鼓東京打撃団公演

4 アオイスタジオ株式会社 ポピュラー 宇崎竜童 弾き語りLive2017 “JUST GUITAR JUST VOCAL”

5 株式会社アスペン クラシック ジャン・ワン＆小山実稚恵 デュオ・リサイタル

6 株式会社アスペン クラシック 神尾真由子室内楽プロジェクトⅡ《スペシャル・アンサンブル》

7 有限会社アプローズ ポップス coba 「25 years and more」

8 有限会社アプローズ タンゴ
アストル・ピアソラ没25年 メモリアルコンサート パブロ・シーグレル
～ピアソラ最後のピアニスト

9 アンサンブル・レネット 子ども・ファミリー向け音楽 アンサンブル・レネットの「台所狂騒曲」を含む音楽会

10 アンサンブル・レネット 子ども・ファミリー向け音楽 アンサンブル・レネットの「心ほんわか」音楽会

11 有限会社イマージュ ポピュラー W・NAKANISHI スペシャルライブ（中西圭三・中西保志）

12 イマジネーションプラス合同会社 ジャズ 古野光昭フルノーツ with 寺井尚子 ジャズって楽しい！ドリームコンサート

13 有限会社エアソーク ジャズ、ポップ 木原健太郎 with ベリーメリーオーケストラ

14 有限会社エアソーク ジャズ 古佐小基史／笹島明夫 ジャズハープ／ギターDUO

15 Ezo’n music 和太鼓 ヒダノ修一with太鼓マスターズ

16 Ezo’n music 三味線 知ってビックリ三味線コンサート

17 株式会社オールドキッズ オリジナル曲、童謡、抒情歌 ダ・カーポ ハートフルコンサート

18 有限会社オフセンター ポップス 広瀬香美「香美別邸2017」（仮題）

19 有限会社オフセンター オカリナ・インストゥルメンタル 宗次郎オカリナコンサート

20 株式会社オフィス・フォルテ クラシック 宮川彬良心deバレエ

21 株式会社オフィス・フォルテ クラシック 米良美一 ～母の歌・バロックから懐かしい日本の歌・童謡まで～

22 一般財団法人オペラアーツ振興財団 オペラ（歌劇） ビゼー作曲 オペラ「カルメン」（全4幕・日本語公演）

23 一般財団法人オペラアーツ振興財団 オペラ（歌劇） J.シュトラウスⅡ世作曲 オペレッタ「こうもり」（全3幕・日本語公演）

24 株式会社音楽舎ベストサポート オーケストラ＆ニューエイジ 村井秀清Merged Images Strings

25 株式会社音楽舎ベストサポート ポップス スターダスト☆レビュー コンサートツアー2017北海道スペシャル

26 有限会社亀さん企画 クラシック 亀山勝子＆亀山法男の「♪ザ・クラシック笑（ショー）!!」

27 有限会社亀さん企画 クラシックポップス ソロライブ「♪亀山法男～昭和を歌うセンチメンタルコンサート♪」

28 NPO法人キッズファン ジャズ 子どものためのジャズコンサート

29 コンサートイマジン サクソフォン独奏、クラシック 須川展也と吹奏楽を愛する皆様で「吹奏楽で町おこし！」

30 コンサートイマジン クラシック（古楽） 「四季」＆バッハ―寺神戸 亮 バロック・コンチェルト名曲選

31 コンリベルタ イベントマネジメント クラシック
コンセール・エクラタン福岡と北海道の音楽家が送る
～地域文化交流コンサート～ (仮題)

32 コンリベルタ イベントマネジメント クラシック 地域文化交流のかけはし～コンセール・エクラタン福岡 北海道ツアー～ (仮題)

33 有限会社シーズ ジャズ
佐山雅弘 plays “Portrait in Jazz”～和田誠・村上春樹共著「Portait in Jazz」の世界
～

34 有限会社シーズ ジャズ 笑って踊れるジャズピアノトリオ♪「H ZETTRIO」

35 白佐音楽事務所 室内楽 サロンオーケストラ ～指揮者のいない最小編成のオーケストラ～

36 ジャスト・プランニング パーカッション・アンサンブル パーカッション・エンターテインメント「FUNCUSSION」

37 ジャスト・プランニング 金管アンサンブル 東京メトロポリタン・ブラス・クインテット「すぎやまこういちとブラスの響き」

38 株式会社ジャパン･アーツ クラシック イタリア・オペラ 名曲の花束！

39 株式会社ジャパン･アーツ クラシック ウィーンの薫り、ウィーンの調べ。新年におくるニューイヤーコンサート

40 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 ポップスコンサート 香美別邸

41 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 ポップスコンサート Permanent Fish(パーマネントフィッシュ)アカペラライブ

42 ＪＰスタジオ 馬頭琴、モンゴルの歌
モンゴルの歌姫オドバルの歌と草原のチェロ馬頭琴イラナの生演奏でつづる音楽物語り
スーホの白い馬」

43 株式会社Ｊプロモーション 歌謡曲 ブルーコメッツ 北海道コンサートツアー

44 砂川ブラススタイル実行委員会 ジャズ 山崎千裕+ROUTE14Band 夜空のトランペット

45 株式会社スノー・ボール クラシック 秋川雅史コンサート ～地元合唱団とのコラボ＆直接指導プログラム

46 株式会社スノー・ボール ポップス 八神純子 TOUR2017「There you are 」IN HOKKAIDO

47 関音楽企画 クラシック トランペット関隆志「公開レッスンとミニコンサート」

48 関音楽企画 クラシックからポピュラージャズまで 関隆志トランペットの魅力 トランペットとピアノのデュオコンサート

49 株式会社セプト ポップオペラ 藤澤ノリマサ コンサート 北海道ツアー

50 公益財団法人ソニー音楽財団（Sony Music
Foundation）

クラシック
Concert for KIDS～0才からのクラシック®～
Concert for KIDS～3才からのクラシック®～

51 打楽器集団「男群」事務局 打楽器アンサンブル 笑顔も驚きも感動もギュッと詰め込んだ「That's・打楽器・エンターテイメント！」

52 打楽器集団「男群」事務局 打楽器アンサンブル みにおぐん コンサート

53 Cello Ensemble 008～huit（チェロ アンサンブル ユ
イット）

チェロアンサンブル
クラシックから映画音楽、タンゴ・ロックまで幅広い音楽を柔らかいチェロの響きだけで紡
ぐ奇跡のアンサンブル！

54 有限会社チャイナ企画 二胡演奏とジャズの融合 チェン ミン夢幻城爵士楽団

55 有限会社チャイナ企画 テノール、笛 奇跡の歌声「ドラマチックテノール」 盲目の笛奏者・テノール「楊 雪元」

56 津軽三味線 岡田修事務所 津軽三味線、歌 津軽三味線 岡田修 独り舞台

○　道外／音楽　88企画

3／5
※　掲載している情報は、平成28年5月31日現在の情報です。

公演企画団体等の都合により変更となる場合があります。



平成29年度アートシアター鑑賞事業公演企画　応募企画一覧

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

57 デンハーグピアノ五重奏団 クラシック フォルテピアノとピリオド楽器で聴く～クラシック名曲アラカルトコンサート～

58 東京アーク・東京ニューブラス事務局 クラシック
トリオ・ペピットロ(Trio Pepittro)
トランペット・トロンボーンとピアノ、新しいスタイルのコンサート

59 東京アーク・東京ニューブラス事務局 クラシック 「家族で楽しもう！ピッコロ・オーケストラの音楽会♪」

60 株式会社 東京音楽文化センター
ジプシーバイオリン、
アコーディオン

ジプシーユニット「TENGO」“灼熱のジプシーサウンド”

61 一般社団法人東京吹奏楽団 クラシック
大きなラッパの《笑》タイム
～東京吹奏楽団を縁の下で支える3人が魅せる、金管低音の底力MAX～

62 一般社団法人東京吹奏楽団 クラシック どれみふぁ ブラス 音楽祭（&吹奏楽クリニック）

63 東京ブラススタイル ジャズ、吹奏楽 東京ブラススタイル ジブリ・パーティー 2017

64 株式会社トップシーン クラシック 横山幸雄×若林顕×近藤嘉宏「ベートーヴェン・ピアノソナタ・フェスティバル」

65 株式会社トップシーン クラシック ピアノトリオ 近藤嘉宏×﨑谷直人×上森祥平

66 株式会社ナカツボ・アーツ 邦楽（津軽三味線、尺八） 津軽三味線・独奏の神髄！高橋竹童コンサート（ゲスト・尺八：佃康史）

67 株式会社ナカツボ・アーツ 邦楽（民謡、津軽三味線） 邦楽エンターテイメント！津軽三味線・民俗音楽団「あべや」コンサート

68 公益財団法人日本青少年文化センター クラシック 「ビバ！ムジカ～歓びの歌～」

69 創（はじめ） アカペラ Be in Voices によるア・カペラ コンサート

70 創（はじめ） ジャズ 音の魔術師！サウンドジャグラー・ジャズオーケストラによるジャズパフォーマンスライブ

71 株式会社パシフィック・コンサート・マネジメント クラシック 岡田奏(ピアノ)とN響の仲間たち

72 株式会社パシフィック・コンサート・マネジメント クラシック ロシア音楽を体感！民族楽器バラライカと、アコーディオン＆ピアノによる懐かしき調べ

73 ビーフラット・ミュージックプロデュース 音楽 国府弘子 スペシャル・トリオ  コンサート

74 ビーフラット・ミュージックプロデュース 音楽 栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード コンサート！

75 ブックエンドスタジオ カントリー、ポップス Great Expectations ライブ！

76 ブックエンドスタジオ カントリー 高橋和也主演、ハンク・ウィリアムス物語

77 株式会社プロアルテムジケ クラシック（金管五重奏） ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット

78 株式会社プロアルテムジケ クラシック（ピアノ＋朗読) 熊本マリ×石田純一《作曲家のラブレター》

79 NPO法人文化行政サポートセンター
クラシック、ジャズ、軽音楽、
昭和歌謡など

サックス四重奏団 セラヴィ

80 NPO法人文化行政サポートセンター クラシックおよび軽音楽 大橋エリ グラスハープの魅力

81 株式会社マネジメント・オブ・アーツ
0才から入場可のファミリー向けコン
サート

親子で楽しむクラシック名曲コンサート こどもオペラシリーズ第3弾「3匹のこぶた」

82 株式会社マネジメント・オブ・アーツ
0才から入場可のファミリー向けコン
サート

親子で楽しむクラシック名曲コンサート こどもオペラシリーズ第5弾
「おんがくねずみジェラルディン」

83 ミュージックランド一村音楽企画株式会社 クラシック・ファミリーコンサート 音楽のおくりもの

84 有限会社山下イベント制作事務所 ポップス 藤田恵美with岡崎倫典アコースティックバンド

85 YAMATO String Quartet （ヤマト ストリング クァル
テット）

弦楽四重奏コンサート クラシックからロックへの系譜

86 株式会社横浜アーチスト 親子参加型コンサート KONISHIKI（小錦）ファミリーコンサート～コニちゃんとあそぼう～

87 株式会社横浜アーチスト ピアノ弾き語り 辛島美登里トーク&ライブコンサート

88 和太鼓松村組北海道公演事務局 和太鼓、民族音楽 和太鼓松村組2017北海道公演

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 アオイスタジオ株式会社 現代演劇 ミュージカル＆ソングス ひなた号の冒険！

2 IDIOT SAVANT theater company
（イディオ サヴァン シアター カンパニー）

現代演劇 駅

3 有限会社イマージュ 現代演劇&コンサート
戦後70年を乗り越えた復興立役者の世代に贈る特別公演 森昌子デビュー45周年記念
昌子ひとり芝居 ～母の愛、娘の愛～

4 公益財団法人江戸糸あやつり人形 結城座 人形劇 結城座「古典Ａ」

5 株式会社ＮＬＴ 現代演劇 株式会社ＮＬＴ公演「嫁も姑も皆幽霊」

6 株式会社ＭＴＰ パフォーマンス・リーディング 笑った分だけ、怖くなるvol.2

7 株式会社オールドキッズ 朗読 石井正則～Sound of Story～言葉と音楽で綴るコンサート

8 オブンガク堂café 語り劇、クラシック演奏と手作りオヤツ 文學と音樂の劇的アートライブ「オブンガク堂café」

9 オブンガク堂café 語り劇、クラシック演奏 コドモのための語り劇「オブンガク堂café」（オヤツなし）

10 KAAT神奈川芸術劇場 現代演劇 親子のためのファミリーミュージカル「ピノキオ または白雪姫の悲劇」

11 KAAT神奈川芸術劇場 現代演劇 「ヘッズ・アップ」

12 株式会社ガイ氏ファンタジープロダクション 人形劇 ごんぎつね（併演 「ぶす」または「人形ファンタジー」）

13 公益財団法人可児市文化芸術振興財団 現代演劇 「坂の上の家」

14 有限会社 華のん企画 現代演劇 子供のためのシェイクスピア「リア王」

15 カラージュコーポレーション
一人語りと音楽のコラボレーションでお
送りする音楽劇

一人語りと音楽のコラボレーションでお送りする音楽劇 平和への願いを語り継ぐ物語
「そして私は、」

16 川谷大道具 一人芝居 楠美津香のひとりシェイクスピア

○　道外／演劇　47企画

4／5
※　掲載している情報は、平成28年5月31日現在の情報です。

公演企画団体等の都合により変更となる場合があります。



平成29年度アートシアター鑑賞事業公演企画　応募企画一覧

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

17 公益社団法人教育演劇研究協会／劇団たんぽぽ 現代演劇 劇団たんぽぽ公演「グリックの冒険」

18 公益社団法人教育演劇研究協会／劇団たんぽぽ 現代演劇 劇団たんぽぽ公演「いのちのまつり」

19 NPO法人劇場創造ネットワーク／座・高円寺 現代演劇 「ピン・ポン」

20 劇団前進座株式会社 人情喜劇 出前芝居「くず～い屑屋でござい」－古典落語｢井戸の茶碗｣より－

21 劇団スイセイ・ミュージカル ミュージカル The Musical「ALICE」～不思議の国のアリスより～

22 劇団スイセイ・ミュージカル ミュージカル ミュージカル「プリマ・ドンナ」

23 劇団東京乾電池 現代演劇 劇団東京乾電池 綾ベン企画第12弾「死ぬのか、死なないのか(仮題)」

24 劇団トマト座 現代演劇 ひめゆり―美ら海からの伝言―

25 劇団トマト座 ミュージカル オズの魔法使い

26 株式会社シーエイティプロデュース ミュージカル ブロードウェイミュージカル「フロッグとトード～がま君とかえる君の春夏秋冬～」

27 株式会社シーエイティプロデュース ミュージカル End of the RAINBOW

28 ジョイキッズ・ミュージカル ミュージカル ミュージカル「冒険者たち～この海の彼方へ～」

29 株式会社セプト パントマイム が～まるちょば 北海道 ＪＡＣＫ（仮題）

30 トム・プロジェクト株式会社 現代演劇 萩咲く頃に

31 トム・プロジェクト株式会社 現代演劇 東おんなと京おんな

32 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 現代演劇 りゅーとぴあ発 物語の女たちシリーズ「私のエディット」

33 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 現代演劇 りゅーとぴあ発 物語の女たちシリーズ「燃えよ剣」～土方歳三に愛された女、お雪～

34 株式会社日本出版 朗読、歌、紙芝居 しげちゃん一座 絵本ライブショー

35 日本テレビ放送網株式会社（事業局イベント事業部） 現代演劇 「罠」

36 人形劇団プーク 児童劇・人形劇 人形劇「ピンクのドラゴン」

37 人形劇団プーク 児童劇・人形劇 人形劇「怪じゅうが町にやってきた」

38 バスタInc. ストレートプレイ ブックショップ

39 有限会社ひとみ座 人形劇 人形劇団ひとみ座「リア王」

40 有限会社ピュアーマリー ミュージカル オリジナルミュージカル「青い鳥」

41 株式会社プリエール 現代演劇 世襲戦隊カゾクマンⅡ

42 株式会社ホリプロ ドラムエンターテインメント ドラムストラック

43 株式会社ムーンウォーク 着ぐるみ人形ミュージカル
オランダの絵本作家ディック・ブルーナ氏の同名の絵本のミュージカル作品
ミッフィーこどもミュージカル「アリスおばさんのパーティー」

44 室積光事務所 舞台演劇 東京地下鉄劇場公演「遠い約束～おじいさんのタイムカプセル～」

45 遊佐企画 現代演劇 愚安亭遊佐ひとり芝居「人生一発勝負」他

46 株式会社ワタナベエンターテインメント 現代演劇 ワタナベエンターテインメント「関数ドミノ」

47 ONEOR8 現代演劇 ONEOR8「世界は嘘で出来ている」						

No. 公演企画団体等名 細分野名 公演企画名

1 有限会社アプローズ バレエ K-BALLET COMPANY presents ～Ballet Gents～

2 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス 「GIGANT」（仮題）

3 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス 「ダブルビル」（仮題）

4 OrganWorks 舞踊 Reason to Believe

5 OrganWorks 舞踊 Time to Conversation

6 有限会社古典空間 日本舞踊 日本舞踊公演 弧の会

7 有限会社茂山狂言会 狂言 茂山千五郎家お豆腐狂言

8 ＪＰスタジオ 韓国舞踊 Korean performing arts「鼓舞」

9 株式会社東京音楽文化センター 演歌師
「明治大正の反骨の演歌師・添田唖蝉坊を歌う」
カンカラ三線唄師・岡大介とレゲエシンガー・リクルマイ

10 どん亀座 パントマイム、サーカス芸、クラウン芸 キマグレサーカス

11 舞台クリエイト 古典芸能 「めばえ寄席」～寄席の裏側全部見せます～

12 プロシード・アーツ 落語 東西！花の若葉寄席

13 プロシード・アーツ 狂言 茂山狂言会 お豆腐の和らい

14 有限会社山下イベント制作事務所 伝統芸能 伝統芸能 江戸太神楽他

15 公益財団法人山本能楽堂 能楽 アートによる能案内「羽衣」

16 公益財団法人山本能楽堂 能楽 新作能「水の輪」

17 株式会社影向舎 古典芸能 小遊三・鶴光東西二人会＆寄席入門

18 四ツ屋ハウス～The Performance Unit
クラシック音楽、コンテンポラリーダン
ス

四ツ屋ハウス「ダンスパフォーマンス～Life is beautiful」

19 一般社団法人落語協会 寄席演芸（落語） 寄席普及公演

20 一般社団法人落語協会 寄席演芸（落語） 寄席演芸公演 其の一

21 公益社団法人落語芸術協会 落語 北海道で江戸噺2017

22 公益社団法人落語芸術協会 落語 若手落語家競演「成金」

○　道外／舞踊・伝統芸能その他　22企画

5／5
※　掲載している情報は、平成28年5月31日現在の情報です。

公演企画団体等の都合により変更となる場合があります。


