
　本書では、2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日

まで）に道内で上演可能な音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等

の公演企画を掲載しています。

　この情報は、道内外の制作団体・実演家等から2018年

（平成30年）5月時点で応募されたものですので、詳細につ

きましては各制作団体・実演家等へお問合せ下さい。

　特に、公演予定額につきましては、道内3市町村（3公演）で

の実施を前提として積算したものですので、ご留意願います。

公演予定額について

■　公演予定額（オール込み、1公演あたり）

　�　道内3市町村（3公演）での実施を前提とした1市町村（1

公演）あたりの額です。

　�　出演費、旅費、宿泊費、舞台費（含舞台スタッフ費）、運

搬費、企画制作費及び消費税（8％）等を含めた額です。

■　公演予定額に含まれない経費（主催団体負担経費）

　�　会場費、付帯設備使用料、調律代、著作権使用料、チ

ラシ等印刷費、宣伝費、記録費及びホール機構を持たな

い施設の場合における舞台仮設費用等となります。また、

離島での公演の際には交通費等は別途必要となります。

目　　次

１　道内アーティストプログラム

　　道内で活動するアーティストによる公演企画です。

(1)	 音楽分野……………………………………… 5ページ

(2)	 演劇分野…………………………………… 21ページ

(3)	 舞踊・伝統芸能・その他分野	……………… 24ページ

２	 道外アーティストプログラム

	 道外で活動するアーティストによる公演企画です。

(1)	 音楽分野…………………………………… 29ページ

(2)	 演劇分野…………………………………… 57ページ

(3)	 舞踊・伝統芸能・その他分野	……………… 69ページ

３	 2019度アートシアター鑑賞事業公演企画

	 応募企画一覧	 ……………………………… 80ページ



道内	 【音楽】

あ行
あみゅぜ。……………………………………………5
有限会社エアソーク…………………………………5
有限会社 Ezo’n music ………………………………6
MJP グループ ………………………………………8
株式会社オフィス・フォルテ………………………9
オホーツク音楽工房…………………………………9
株式会社音楽舎ベストサポート………………… 10

か行
Crann Fields ( クランフィールズ ) ……………… 10
K・V・S …………………………………………… 11

さ行
ジャスト・プランニング………………………… 12

は行
ハート音楽院アンサンブル……………………… 13
Violin Quartet HIKAblef ………………………… 13
株式会社ヒトココチ……………………………… 14
株式会社舞台派遣………………………………… 14

ま行
mamma dou-dou ………………………………… 15
Musica Hokkaido ………………………………… 16
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………………………………… 17

や行
有限会社山下イベント制作事務所……………… 18

ら行
ランス室内楽団…………………………………… 19
 Les pommes2( レ・ポムポム ) ………………… 20

道内	 【演劇】

あ行
演劇ユニット　わんわんズ……………………… 21

か行
劇団恵庭小劇場…………………………………… 21
一般社団法人劇団弦巻楽団……………………… 22

さ行
新芸能集団「乱拍子」 …………………………… 22

は行
公益財団法人北海道演劇財団…………………… 23

や行
ユニットぴこ……………………………………… 23

道内	 【舞踊・伝統芸能・その他】

あ行
We Love Ballet 実行委員会 ……………………… 24

さ行
少人数による音楽とバレエのステージprincipal … 24
新芸能集団「乱拍子」…………………………… 25

た行
ダンススタジオマインド（舞人）……………… 26

は行
平成開進亭………………………………………… 27

ま行
特定非営利活動法人「民族歌舞団こぶし座」… 28



道外	 【音楽】

あ行
アオイスタジオ株式会社………………………… 29
アンサンブル・レネット………………………… 30
有限会社アーツ・アイランド…………………… 30
株式会社1002 …………………………………… 31
イマジネーションプラス合同会社……………… 31
有限会社イマージュ……………………………… 32
有限会社エアソーク……………………………… 32
有限会社Ezo’n music …………………………… 33
オザワ・アート・プランニング合同会社……… 34
株式会社オフィス・フォルテ…………………… 34
有限会社おふぃすベガ…………………………… 35
有限会社オフセンター…………………………… 35
オブンガク堂café ………………………………… 36
株式会社オペラ王国社…………………………… 36
株式会社音楽舎ベストサポート………………… 37
株式会社オールドキッズ………………………… 37

か行
有限会社亀さん企画……………………………… 38
Kトレーディング ………………………………… 38

さ行
サクソフォン四重奏団 “OXAS” ………………… 39
sax quartet JG …………………………………… 39
合同会社シティライツ音楽事務所……………… 40
合同会社シャイン・シンフォニー……………… 40
有限会社シーズ…………………………………… 40
慈音舎（法人名：株式会社ジオン）…………… 41
ジャスト・プランニング………………………… 42
株式会社ジャパン･アーツ ……………………… 42
株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 … 43
有限会社児雷也…………………………………… 44
株式会社セプト…………………………………… 44

た行
打楽器集団「男群(おぐん)」事務局 …………… 45
Cello Ensemble 008 ……………………………… 46
有限会社チャイナ企画…………………………… 46
東京アークミュージックオフィス……………… 47
株式会社東京音楽文化センター………………… 47
一般社団法人東京吹奏楽団……………………… 48
株式会社トップシーン…………………………… 49

な行
株式会社ナカツボ・アーツ……………………… 49
株式会社日本アーティスト……………………… 50
日本コロムビア株式会社………………………… 51

は行
株式会社創………………………………………… 51
ビーフラット・ミュージックプロデュース…… 52
株式会社プロ アルテ ムジケ …………………… 52

ま行
有限会社マッシヴ・エンターテインメント・ジャパン … 53
ミュージックランド一村音楽企画株式会社…… 53
有限会社ムジカトウキョウ……………………… 54
株式会社ムーンウォーク………………………… 54

や行
有限会社山下イベント制作事務所……………… 55
YAMATO String Quartet  ………………………… 55
株式会社横浜アーチスト………………………… 55

道外	 【演劇】

あ行
ウォーキング・スタッフ………………………… 57
オブンガク堂café ………………………………… 57
有限会社オペラシアターこんにゃく座………… 58
株式会社オールドキッズ………………………… 58

か行
有限会社加藤健一事務所………………………… 59
公益社団法人教育演劇研究協会/劇団たんぽぽ … 59
劇団かかし座……………………………………… 60
劇団しようよ……………………………………… 60
一般社団法人劇団前進座………………………… 61
株式会社こまつ座………………………………… 61

さ行
公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団………… 62
株式会社シーエイティプロデュース…………… 62
株式会社スーパーエキセントリックシアター… 63

た行
トム・プロジェクト株式会社…………………… 63

な行
公益財団法人新潟市芸術文化振興財団………… 64
一般社団法人日本教育演劇道場………………… 64
人形劇団プーク…………………………………… 65

は行
バスタInc. ………………………………………… 65
PAZA’s株式会社 ………………………………… 66
有限会社ひとみ座………………………………… 66
株式会社プリエール……………………………… 67
ホリプロ…………………………………………… 67

ま行
水戸芸術館ACM劇場 …………………………… 67

や行
有限会社山下イベント制作事務所……………… 68
遊佐企画…………………………………………… 68



道外	 【舞踊・伝統芸能・その他】

あ行
有限会社アートウィル…………………………… 69
株式会社粋まち…………………………………… 70
磯部弘 SoundScape ……………………………… 70
株式会社インプレサリオ東京…………………… 71
株式会社オデッセー……………………………… 71
オフィスティンブル……………………………… 72

か行
有限会社古典空間………………………………… 73

さ行
有限会社スタジオエッグス……………………… 73
想造舎……………………………………………… 74

た行
津軽三味線　岡田修事務所……………………… 74
どん亀座…………………………………………… 75

な行
株式会社日本出版………………………………… 75
一般社団法人日本落語振興協会………………… 75

は行
有限会社 PAC 汎マイム工房 …………………… 76
株式会社舞台クリエイト………………………… 76
株式会社プロシード・アーツ…………………… 77

や行
株式会社影向舎…………………………………… 77

ら行
一般社団法人落語協会…………………………… 78
公益社団法人落語芸術協会……………………… 78


