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●道内アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

1 アステリズム クラシック・ラテン・ポピュラー
クラシックからラテンまで～個性豊かな4人が織り
なす新しいハーモニー

5

2 あみゅぜ。
クラシック、童謡、唱歌、子供向け、
リトミック、映画音楽、ポピュラー

あみゅぜ。コンサート（ホールコンサート） 5

3 あみゅぜ。
クラシック、童謡、唱歌、子供向け、
リトミック、映画音楽、ポピュラー

あみゅぜ。コンサート（アウトリーチ） 6

4 有限会社エアソーク ジャズヴォーカル 着物 de JAZZ 6

5 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 6

6 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 7

7 有限会社Ezo’n music 邦楽 新田弘志が送る「全国各地民謡行脚！」 7

8 有限会社Ezo’n music 邦楽 Ezo’nコンサート 7

9 有限会社Ezo’n music 邦楽 和心ブラザーズコンサート 8

10 有限会社Ezo’n music きりがみ音楽コンサート 切り紙で読む昔話 8

11 オホーツク音楽工房
フルート、白花笛、ヒグマ笛とギ
ターによるジオミュージック

ホラネロ～音で感じる北海道の魅力～ 8

12 オホーツク音楽工房
様々な笛とギター、チェロ、ピアノ、
パーカッション、尺八によるジオ
ミュージック

ホラネロ楽団～音で感じる北海道の魅力～ 9

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～

9

14 有限会社クニ
歌と楽器（ピアノとマリンバ）のコン
サート

クニさんミカちゃんコンサート 9

15 有限会社クニ 器楽演奏 マリンバの音色～木琴物語 10

16 Crann Fields （クランフィールズ）
アイルランド音楽、民族音楽、オー
ルジャンル

クランフィールズ音楽会　～心と心を繋ぐ哀愁と
躍動の民族音楽・アイルランド音楽～

10

17 K・V・S ジャズヴォーカル Jazz Vocal MIZUHO 10

18 K・V・S ジャズ＆ポップスコーラス Ken & Honey Vee  ～華麗なコーラス～ 11

19 K・V・S ジャズ＆ポップスコーラス Workshop & Live with Honey Vee 11

20 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 11

21
少人数による音楽とバレエのステー
ジprincipal （プリンシパル）

音楽・バレエ 名曲の舞　くるみ割り人形 12

22
少人数による音楽とバレエのステー
ジprincipal（プリンシパル）

音楽・バレエ 芸術劇場　白鳥の湖 12

23
少人数による音楽とバレエのステー
ジpurincipal（プリンシパル）

音楽・バレエ 眠れる森の美女 12

24 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 13

25 ジャスト・プランニング ジャズコンボ 蛇池雅人グループ 13

26 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 13

27 株式会社スノー・ボール ジャズ Girls　Jazz　Band 14

28 スーペル　ウニット 映像と音楽 映像と音楽のマリアージュ 14

29 cherry & cape 音楽（声と歌のワークショップ） 横尾美穂　声と歌の出前講座 14

30 cherry & cape 音楽
シンガーソングライター横尾美穂
スペシャルバンド　LIVE 2018

15

31 cherry & cape 音楽（歌のワークショップ）
横尾美穂の世界と歌おうプロジェクト
～声と歌のワークショップ in （地域名）

15

32 トリオ・ハルモニア クラシック音楽 2つのヴァイオリンとピアノが織りなすハーモニー 15

33 ハート音楽院アンサンブル クラシック、オールジャンル
みんなで踊ろう、すこしはげしくフォークダン
ス！！

16

34 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 16

35 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「旅するフェスティバル」 16

36 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！」 17
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●道内アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

37 Fusion of Music 音楽 The fusion of music！ 17

38 株式会社ブライトサッポロ ゴスペル　他 Natsuki ミニコンサート＆ゴスペルワークショップ 17

39 北海道教育大学・実験劇場 オペラ
1.マドリガーレ・オペラ「函館戦争」改
2.オペラ「バスティアンとバスティエンヌ」
3.オペラ「奥様女中」

18

40 mamma dou-dou 音楽 音楽物語『窓ぎわのトットちゃん』 18

41 mamma dou-dou 音楽 サウンドオブミュージック（うたと朗読） 18

42 mamma dou-dou 音楽 美しい日本語を味わう童謡・唱歌コンサート 19

43 mamma dou-dou 音楽 音楽にのせて語る“昔ばなし” 19

44 micro teatro クラシック音楽 宇宙一小さなオペラ劇場が贈るオペラ名場面集 19

45 未来塾パートナー 音楽 フィリアアンサンブルの参加型コンサート 20

46 未来塾パートナー 音楽
「日本一のカスタネット奏者と仲間たち」による参
加型の演奏会

20

47 Musica Hokkaido 音楽
『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

20

48 Musica Hokkaido 音楽
宮澤賢治原作『セロ弾きのゴーシュ』
～　毛利巨塵のセロとともに

21

49
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

クラシック音楽
5色のパレット～ポロゴで楽しむ木管五重奏コン
サート

21

50
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

クラシック音楽
5色のパレット～おはなしと楽しむ音楽会
（ヘンゼルとグレーテル）

21

51
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

クラシック音楽
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）

22

52
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

クラシック音楽
5色のパレット～ポロゴと音楽をまなぼう！
（コンサート＋講習会）

22

53 有限会社山下イベント制作事務所 インストゥルメンタル 谷本光コンサート 22

54 優香Quintet ジャズ＆ポップスユニット
優香Quintet Live　-ジャズ・スタンダードとポップ
スを新しいアレンジで-

23

55 ルーチェ エンターテインメント 邦楽&洋楽 凛-Rin-　コンサートツアー 23

56 ルーチェ エンターテインメント クラシック バッハカンタータシリーズ～バロックの楽しみ～ 23

57 ルーチェ エンターテインメント 朗読&音楽 ～ことばの響き・音楽の魅力～ 24

●道内アーティスト（演劇）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

58 劇団イナダ組 現代演劇
イナダ組＋EverZOne　コラボ企画
仮『キャメル・マキアート』

25

59 劇団千年王國 現代演劇 狼王ロボ 25

60 NPO法人コンカリーニョ 時代劇コメディ ちゃっかり八兵衛 26

61 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

26

62 一般社団法人劇団弦巻楽団 演劇 弦巻楽団「ユー・キャント・ハリー・ラブ！」 26

63 一般社団法人劇団弦巻楽団 演劇 弦巻楽団「センチメンタル」 27

64 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～ 27

65 トランク機械シアター 人形劇 ねじまきロボットα～ともだちのこえ～ 27

66 トランク機械シアター 人形劇 おでかけ公演～いたずら好きの、わすれんぼ～ 28

67 公益財団法人北海道演劇財団 現代演劇 札幌座「象じゃないのに…。」 28

68 公益財団法人北海道演劇財団 現代演劇 札幌座「シリーズ・北の譚詩曲（バラード）」 28

69 ユニット ぴこ 演劇
「影絵と朗読の世界」
～小川未明「赤い蝋燭と人魚」ほか

29
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●道内アーティスト（舞踊等）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

70 新芸能集団「乱拍子」 芸能 平和の伝道師ゴジャの弟子ポヤ 30

71 新芸能集団「乱拍子」 芸能 大湿原の幻想 30

72 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！！」（小・中・高生徒対象ワークショップ＆成
果発表体験）

31

73 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

「体を使って遊んでみよう！！」
（マインドダンサー公演＆ワークショップ）

31

74 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～

31

75 平成開進亭 落語 東西落語会 32

76 平成開進亭 落語 桂枝光　独演会 32

77
北海道コンテンポラリーダンス
普及委員会

コンテンポラリーダンス Field note「Room Service」 32

78
北海道コンテンポラリーダンス
普及委員会

演舞 近代文学演舞「地獄変」 33

79 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広場（ホール企画） 33

80 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広場（ふれあい企画） 33

81 リーフレットミューズ クラシックバレエと音楽 バレエとギター　デュオコンサート 34

●道外アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

82 アオイスタジオ株式会社 ポップス アニソンBIG3　スーパーライブ2018 35

83 アオイスタジオ株式会社 ポップス 吉田山田　アコースティックライブ2018 35

84 アスペン 女声アカペラ五重唱 ウィッシュフル・シンギングコンサート 36

85 アスペン 弦楽四重奏 ストラディヴァリウス・カルテットコンサート 36

86 株式会社AMATI クラシック音楽 塚越慎子　マリンバ・リサイタル 36

87 株式会社AMATI 雅楽 東京楽所　雅楽公演「源氏物語」 37

88 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

37

89 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

37

90 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

アルパの弾き語りとフルート、オカリナによる名曲
の調べ　池山由香（アルパ＆歌）×篠原梨絵（フ
ルート＆オカリナ）

38

91 有限会社イマージュ ジャズ 熱帯JAZZ楽団 スペシャルライブ2018 38

92 有限会社イマージュ クラシック LYNX ファミリークラシック 38

93 株式会社インプレサリオ東京 クラシック 天使のおくりもの　聖なるクリスマス 39

94 有限会社エアソーク ジャズ＆Pop 木原健太郎 with ベリーメリーオーケストラ 39

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

39

96 有限会社Ezo’n music 和太鼓コンサート ヒダノ修一with太鼓マスターズ 40

97 株式会社オフィス・フォルテ 音楽
米良美一朗読とコンサート
～母と子供たちへのオマージュ～

40

98 株式会社オフィス・フォルテ 子供向けコンサート ケロポンズ＆ガチャピン・ムックコンサート 40

99 有限会社オフセンター オカリナによるコンサート 宗次郎オカリナコンサート 41

100 有限会社オフセンター 大衆歌謡 東京大衆歌謡楽団　～昭和初期の名曲を唄う～ 41

101 株式会社音楽舎ベストサポート ポップス 手嶌葵　北海道アコースティックコンサート2018 41

102 株式会社音楽舎ベストサポート ポップス 杉山清貴　コンサート 42

103 亀さん企画
クラシックをかみくだいたコンサー
ト

亀 山 勝 子 ＆ 法 男 の 『 ♪ ザ ・ ク ラ シ ッ ク 笑
（ショー）!!』

42

104 亀さん企画 クラシックと昭和歌謡
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♪』

42

105 Gig Along JAPAN ジャズ ジャズで演奏するビートルズ 43

106 株式会社コンサートサービス クラシック
奥村愛　ヴァイオリン・リサイタル
～人気ヴァイオリニストがお届けする、大人のた
めの、はじめてのクラシック～

43

107 株式会社コンサートサービス クラシック
朴葵姫（パク　キュヒ）ギターリサイタル
―天使のトレモロ―

43

108 有限会社さとう音楽事務所 ポップス さとう宗幸デビュー40周年記念コンサート 44

109 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『Portarit in Jazz』の世界～

44

110 有限会社シーズ ポピュラー
中川晃教 meets 小沼ようすけ
～Music is Wonderful～

44

111 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・エンターテイメント
「FUNCUSSION」

45
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●道外アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

112 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」

45

113 株式会社ジャパン・アーツ クラシック音楽 安藤赴美子＆西村悟デュオ・リサイタル 45

114 株式会社ジャパン・アーツ クラシック音楽 上原彩子の「くるみ割り人形」 46

115
株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

津軽三味線 吉田兄弟　三味線だけの世界。 46

116 スタジオエッグス アジアの音楽 バリ島のガムランと舞踊　スカル・ジュプン 46

117 株式会社スノー・ボール ポップス
八神純子TOUR2018「There　you　are」IN　
HOKKAIDO

47

118 株式会社スノー・ボール クラシック 秋川雅史のよく分かるクラシックコンサート 47

119 株式会社セプト クラシック
「七本指のピアニスト」　西川悟平　Piano　
Concert

47

120 株式会社セプト 雅楽 東儀秀樹　トーク＆ライブ　「雅の世界」　2018 48

121 公益財団法人ソニー音楽財団 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®～

48

122 株式会社タオ・エンターテイメント 邦楽 DRUM TAO 北海道ツアー2018 48

123
打楽器集団「男群（おぐん）」
事務局

打楽器アンサンブル 「That’s・打楽器・エンターテイメント！」 49

124
打楽器集団「男群（おぐん）」
事務局

打楽器アンサンブル みにおぐん コンサート 49

125 Callo Ensemble 008 チェロアンサンブル Cello Ensemble 008 コンサート 49

126 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 50

127 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』 50

128 株式会社テレビマンユニオン
雅楽、浪曲、時代劇絵本のファミ
リー向けコンサート

痛快！ねぎぼうずのあさたろう　絵本時代劇読み
語りコンサートの旅

50

129 株式会社テレビマンユニオン
クラシック　現代音楽　パーカッショ
ン

加藤訓子BACH北海道ツアー2018
マリンバで描くバッハの世界

51

130 株式会社d-music 邦楽、ポップス
宇崎竜童弾き語りライブ2018 JUSTGUITER 
JUSTVOCAL

51

131 株式会社d-music 邦楽（テレビ、映画音楽） 吉俣良コンサート、大河ドラマの夕べ 51

132
東京アーク・東京ニューブラス
事務局

クラシック・古楽
やわらかい響きに包まれて～中世の音楽から～
　歌とバロックフルートとリュートの音楽会

52

133
東京アーク・東京ニューブラス
事務局

クラシック
Trio Pepittroトリオ・ペピットロ　新しい編成の三
重奏「にぎやかラッパのコンサート！」

52

134 株式会社東京音楽鑑賞協会 クラシック（声楽・合唱・オペラ）
オペラアンサンブル・ヴォーチェ
（「カルメン」ハイライト入り）

52

135 株式会社東京音楽文化センター 民謡レゲエ
ストリートシンガー リクルマイ「秋田音頭」をファン
キーに唄う

53

136 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

53

137 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　～金管低温の底力
MAX～

53

138 一般社団法人東京吹奏楽団 クラシック どれみふぁBRASS音楽祭（＆吹奏楽クリニック） 54

139 株式会社トップシーン ポップス T-SQUARE デビュー40周年記念コンサート 2018 54

140 株式会社トップシーン ジャズ 小林香織「Melody」コンサートツアー 54

141 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

55

142 株式会社ナカツボ・アーツ
邦楽（津軽三味線・胡弓・尺八・篠
笛）

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）

55

143 株式会社日本アーティスト クラシック ソノス・ハンドベル・アンサンブル 55

144 株式会社日本アーティスト クラシック マリンバパーカッショングループTONES 56

145 株式会社創 ジャズ
サウンドジャグラー　ジャズ・オーケストラによる
ジャズライブパフォーマンス

56

146 株式会社創 民族音楽 沖縄の熱い風　～　琉神コンサート～ 56

147 HANDSIGN ポップスコンサート HANDSIGN LIVE 57

148
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
巨匠ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）と堀正文（ヴァ
イオリン）　NHK交響楽団トップ・メンバーによる
シューベルトの「ます」

57

149
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NHK交響楽団の仲間たち 57

150
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！

58

151 Piano Bass World
クラシック、ロック、ジャズ、オリジ
ナル

鈴木孝彦with鈴木景子　ピアノとオーボエによる
コンサート

58

152 NPO法人文化行政サポートセンター パーカッション・アンサンブル
パーカッション・パフォーマンス・デュオ　Calamus
（カラムス）

58

153 NPO法人文化行政サポートセンター サックス四重奏団 サックス四重奏団 セラヴィ 59
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●道外アーティスト（音楽）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

154 株式会社ホリプロ 体感型ドラムエンターテインメント ドラムストラック 59

155
有限会社マッシヴ・エンターテイメン
ト・ジャパン

吹奏楽、ジャズ、ロック、ファンク、
スカ、ラテン

東京ブラススタイル　ブラスタ・パーティー2018～
みんなと創る新たなご当地メロディー

59

156 有限会社マルタミュージックサービス クラシック、タンゴ、映画音楽
N響メンバーによるチェロ四重奏
「ラ・クァルティーナ」

60

157 ミュージック・プラント 伝統音楽（ヨーロッパ、日本） 松田美緒「クレオール・ニッポン」 60

158 ミュージック・プラント 伝統音楽（ヨーロッパ、日本） フルック来日公演 60

159
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 61

160 有限会社ムジカキアラ ゴスペルクリスマスコンサート
ニューヨーク・ゴスペル・ブラザーズ　クリスマス・
コンサート

61

161 有限会社ムジカキアラ タンゴコンサート プレミアム・タンゴ・コンサート 61

162 株式会社ムーンウォーク 童謡、クラシック ミッフィーの音楽会 62

163 株式会社ムーンウォーク 童謡、クラシック くまのがっこうの音楽会 62

164 有限会社山下イベント制作事務所 インストゥルメンタル 岡崎倫典コンサート 62

165 YAMATO String Quartet 弦楽四重奏 YAMATO String Quartet コンサート 63

166 有限会社湯澤商事サウンドグルーヴ 邦楽・ポップス 花＊花 With 城　南海　コンサート 63

167 有限会社湯澤商事サウンドグルーヴ 邦楽・ポップス 沢田知可子ソロコンサート 63

168 株式会社横浜アーチスト 津軽三味線 上妻宏光　standard songs 64

169 和歌うた実行委員会
現代日本の唱歌（和歌うた）
ポップス　クラッシック　わらべ歌の
融合

早苗ネネ　和歌うたコンサート　小倉百人一首
（古の和歌を現代のメロディに乗せて歌う）

64

170 和歌うた実行委員会
和歌うた　現代日本の唱歌
ポップス、クラッシック、わらべ歌の
融合

早苗ネネ　和歌うたコンサート　小倉百人一首
（古の和歌を現代のメロディに乗せて歌う）

64

●道外アーティスト（演劇）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

171 有限会社石井光三オフィス 現代演劇 星屑の会「星屑の町～完結篇」 65

172 株式会社INDEPENDENT 現代演劇
最強の一人芝居フェスティバル
「INDEPENDENT:TOUR」

65

173 株式会社NLT 現代演劇 ふたりミュージカル「O.G.」 66

174 株式会社エヌオーフォー 現代演劇 ミュージカル『手紙』 66

175 オブンガク堂café
語り劇、クラシック演奏と手作りオ
ヤツ

オブンガク堂café 66

176 オブンガク堂café
語り劇、クラシック演奏と手作りオ
ヤツ

まちなかアートシアター（オブンガク体験教室） 67

177 株式会社オポス 現代演劇 ヨーロッパ企画「サマータイムマシン・ブルース」 67

178 加藤健一事務所 現代演劇 加藤健一事務所「煙が目にしみる」 67

179 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『冬物語』 68

180 川谷大道具 一人芝居 楠美津香のひとりシェイクスピア 68

181 劇団かかし座 影絵劇
ふしぎな時間 もしもの国で
- Once Upon a Dreaming -

68

182 劇団かかし座 影絵劇 Wonder Shadow ～ワンダー・シャドウ～ 69

183 劇団辻シアター 現代演劇 王将「坂田三吉」 69

184 劇団トマト座 ミュージカル オズの魔法使い 69

185 劇団トマト座 現代演劇 ひめゆり―美ら海からの伝言 70

186 公益財団法人現代人形劇センター 人形劇
デフ・パペットシアター・ひとみ防災人形劇
「稲むらの火」公演

70

187 松竹株式会社 演劇 松竹特別公演「華岡青洲の妻」 70

188 株式会社シーエイティプロデュース オリジナルミュージカル ザ・デイサービス・ショウ 71

189
株式会社スーパーエキセントリックシ
アター

現代演劇 父親参観日（仮） 71

190 劇団前進座株式会社 演劇
出前芝居『くず～い屑屋でございー古典落語「井
戸の茶碗」よりー』

71

191 劇団前進座株式会社 朗読劇
北九州市立松本清張記念館プロデュース
前進座公演　松本清張朗読劇シリーズ

72

192 東京タンバリン 現代演劇
東京タンバリンわのわ
「お点前ちょうだいいたします」

72

193 トム・プロジェクト株式会社 現代演劇 風間杜夫ひとり芝居「ピース」 72

194 どん亀座 演劇　パントマイム　クラウン芸
お一人ぽっち公演＆亀ちゃんの高瀬川舟下りツ
アー

73

195
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～

73
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●道外アーティスト（演劇）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

196
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
「大石内蔵助の妻、りく」

73

197 一般社団法人日本教育演劇道場 児童演劇 おこんじょうるり 74

198 一般社団法人日本教育演劇道場 現代演劇 『夏の庭-The Friends-』 74

199 株式会社日本出版 人形劇
宮沢賢治原作「セロ弾きのゴーシュ」/併演
「よだかの★星」

74

200 人形劇団プーク 児童劇・人形劇
人形劇「いつもちこくのおとこのこ／三びきのやぎ
のがらがらどん」

75

201 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」 75

202 バスタInc. ストレートプレイ ブックショップ 75

203 PAZA’s株式会社 ミュージカル・総合舞台芸術
子育て応援プロジェクト
チャギントン団体鑑賞プログラム

76

204 PAZA’s株式会社 リーデイング（朗読劇） 朗読劇あん 76

205 有限会社ひとみ座 人形劇 人形劇団ひとみ座「リア王」 76

206 ホエイ 現代演劇 『珈琲法要』 77

207 ホエイ 現代演劇 『麦とクシャミ』 77

208 有限会社山下イベント制作事務所 ミュージカル＆コンサート
「メルヘン・ミュージック・シアター 」公演　ちょっぴ
り考えてみようエコのこと　「ブレーメンの音楽会 
エコミュージカルコンサート」

77

209 遊佐企画 一人芝居 愚安亭遊佐ひとり芝居「人生一発勝負」他 78

210 株式会社わらび座 ミュージカル 松浦武四郎 78

211 株式会社わらび座 ミュージカル 「KINJIRO！～本当は面白い二宮金次郎～」 78

212 ONEOR8（ワンオアエイト） 現代演劇 ゼブラ 79

●道外アーティスト（舞踊等）

No. 制作団体等名 細分野名 公演企画名 ページ

213 有限会社アートウィル 和太鼓 和太鼓東京打撃団公演 80

214 有限会社アートウィル 和太鼓
東京打撃団　和太鼓ワークショップ＆ミニLive　
～日本の伝統的な太鼓のリズムと打法～

80

215 株式会社インプレサリオ東京 バレエ
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

81

216 オフィスN、梅若インターナショナル
狂言とクラシック音楽のコラボレー
ション

音楽狂言《寿来爺》（すくるうじ） 81

217 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス CONDORS「20th Century Boy」 81

218 オフィスティンブル コンテンポラリーダンス 近藤良平・スズキ拓朗「ダブルビル」 82

219 有限会社古典空間 日本舞踊
「ときめき 日本舞踊！」～男性舞踊家集団・弧の
会がおくる日本舞踊入門～

82

220
株式会社ジャパンインターナショナル
総合研究所

ダンスエンターテインメント EBIKEN The ENTERTAINMENT 2018 in北海道 82

221 スタジオエッグス エンターテイメントショー
サーカスエンターテイメントショー
『ブラビッシモ！！』

83

222 公益財団法人ソニー音楽財団 太鼓ほか Concert for KIDS～0才からの鼓童～ 83

223 津軽三味線　岡田修事務所 津軽三味線と歌 津軽三味線　叩き撥と歌　～岡田修　独り舞台～ 83

224 株式会社伝統芸能オフィス 舞踊・伝統芸能その他 わんぱく寄席 84

225 NPO法人日本伝統芸能振興会 歌舞伎 歌舞伎　あんまと泥棒　公演 84

226
ビーフラット・ミュージック
プロデュース

狂言／ワークショップ
狂言公演「ござるでござる」／親子で楽しむ狂言
の会（ワークショップ）

84

227 株式会社舞台クリエイト 古典芸能　落語 円楽と若手イケメン落語家たち 85

228 株式会社プロシード・アーツ 落語 東西！花の若葉寄席 85

229 株式会社プロシード・アーツ 落語 東西笑芸合戦 85

230 株式会社影向舎 古典芸能　落語 春風亭小朝独演会 86

231 株式会社横浜アーチスト 伝統芸能 林家正蔵独演会 86

232 公益社団法人落語芸術協会 落語 北海道で江戸噺2018 86

233 公益社団法人落語芸術協会 落語 落語家3名があなたの街に3度訪れます！ 87


