
２０１７年度　年間ステージ総数（１,８０４）

No.1
【コンサートツアー】

安室奈美恵 F-BLOOD GRANRODEO 鈴木雅之 fripSide 

絢香 演歌の夢まつり THE IDOLM@STER Super Junior 松下奈緒

嵐 Kis-My-Ft2 さだまさし 髙橋真梨子 松任谷由実

五木ひろし公演 Goose house 三大ｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄｺﾝｻｰﾄ TUBE ももいろクローバーZ

UVER world 米米CLUB THE ALFEE 中島美嘉 矢沢永吉

おかあさんといっしょスペシャルステージ SHINee 清水翔太 中島みゆき　　 山下達郎

EXO M.S.S.P 私立恵比寿中学 夏川りみ 遊助

EXILE THE SECOND/TAKAHIRO CASIOPEA SING LIKE TALKING B1A4 REBECCA

【コンサート】

石丸幹二 SuG Chara 藤井フミヤ 和田ｱｷ子

live image 17 佐藤竹善 Def Tech Frirend's  of  Disney ワンワンといっしょ！

織田哲郎 三代目J Soul Brothers 天童よしみ 宮本笑里 ワンワンわんだーらんど

鬼太鼓座 柴崎コウ にほんごであそぼ Mayday

加藤ミリヤ SING LIKE TALKING HOUND DOG 矢野顕子ｖｓ上原ひろみ

ガラピコぷ～がやってきた!! 高見沢俊彦 久石　譲 由紀さおり

　　　　　　　　　［その他］　春奈るな、さくら学院、乃木坂46、武部聡志、大橋綾香、AKB48、HKT48、西沢幸奏、龍真咲、澤野弘之、RIP　SLYME、堀内賢雄、

           　　　　　           ソナーポケット、沼倉愛美、新妻聖子、kalafina、喜多村英梨、波多野渉、JO☆STARS、初音ミク、西沢幸奏、Sexy Zone、村川梨衣　  　他

【朗読劇 】

SOUND THEATER 朗読劇 BLOOD+朗読劇 シアトリカル・ライブ「義経千本桜」 月がきれい

【ミュージカル・芝居】

アイ★チュウ The Stage ALTAR BOYZ INTERVIEW　お願い、誰か僕を助けて

OITA　BROADWAY　MUSICAL　THEATER 劇団ピュアーマリー「青い鳥」 メイビー、ハッピーエンド

【スポーツイベント】

B.LEAGUE FINAL 2016-17 湘南オープン 2017 WWE 2017 UFCファンナイト・ジャパン

【式　典】

東京電力ホールディングス定時株主総会



【イベント　等】 No.２

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者                   内　　　　　　　　　　容

EARTH×HEART LIVE 2017　for Children Peabo Bryson、石井達也、 JFN(全国FM放送協議会）加盟３８局によるコンサート

  　　　　　　　　　　　大仏開眼1265年慶讃 大黒摩季、野沢雅子　他

阿久悠リスペクトコンサート 石野真子、五木ひろし、岩崎宏美、 没後10年・作詞家５０年メモリアル２days コンサート

　　　　　～君の唇に色あせぬ言葉を～ 大橋純子、北原ミレイ　　他

イナズマロック フェス ２０１７ UVERworld  他 野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

宇都宮大学学園祭ライブ 学園祭

映画完成披露試写会 二宮和也、阿部寛、西田敏行　他 「ラストレシピ」　「ナミヤ雑貨店の奇跡」「新宿スワン２」　「祈りの幕が下りる時」　他

SMTOWN　LIVE　WORLD TOUR Ⅵ f(x)、EXO、BoA、少女時代　他 音楽フェスティバル

a-nation 浜崎あゆみ、AAA　他 夏の野外ライブツアー

大阪ダービープロジェクションナイト GAMBA OSAKA戦 Panasonic presents プロジェクションマッピング制作

OKINAWAまつり in 代々木公園 沖縄出身アーティストによるステージパフォーマンス

カーテンコールをもう一度！ 金井克子、前田美波里、中尾ﾐｴ レビュー

ZIP春フェス 加藤ミリヤ、SPYAIR、ダイスケ　他 ZIP!　春の音楽イベント

J-WAVE LIVE ゴスペラーズ、CHEMISTRY 他 J-WAVE主催音楽イベント

スター・ウォーズ in コンサート 「フォースの覚醒」　シネマコンサート

17th TOKYO JAZZ FESTIVAL 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、渡辺貞夫　他 ジャズフェスティバル

SOUL POWER　２０１７ 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ソウルのイベント

高崎音楽祭２０１７ 山下洋輔、本島阿佐子　他 高崎の音楽フェスティバル

地域伝統芸能祭り 第1７回地域伝統芸能まつり２０１７

地下鉄開通９０周年記念　METRO SPECIAL LIVE サンプラザ中野、小峠英二　他 ライブ＆トークショー

TOKYU　MUSIC　LIVE　201７ 国府弘子、大友康平　他 東急グループによるイベント

TREASURE0６X 201７ KANA-BOON　 他 音楽フェスティバル

Nirto　Circus １０周年ワールドツアー

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス2017 若手パフォーマーによるフェスティバル

BUZZ　RHYTHM　LIVE　’1７ UVERworld、バカリズム　他 日本テレビのライブイベント

ハリーポッター in コンサート 東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 シネマコンサート

ひばり児童合唱団 第７５周年記念公演

ふなっしー絶ブシャー祭り2017～梨祭NASSYI FES.～ ご当地キャラフェスティバル

星野カービィー　オーケストラコンサート 25周年記念オーケストラコンサート

瑞穂舞 浅野瑞穂 瑞穂舞2017　新春舞の会

MUSICAL　EXPRESS　 尚美ミュージカル学科卒業公演

LIVE　SDD TRF、MINMI、Miyuu　他 飲酒運転の撲滅を誓う１０，０００人のライブ

LAGUNA MUSIC FES　2017 欅坂46、高橋みなみ　他 ミュージックフェスティバル

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン201７ クラシックの音楽祭



２０１６年度　年間ステージ総数（１,６７１）
No.1

【コンサートツアー】

安室奈美恵 EXO THE ALFEE TUBE 松任谷由実
絢香 EXILE 清水翔太 天童よしみ ももいろクローバーZ
嵐 f(x) 私立恵比寿中学 中島美嘉 矢沢永吉
E-girls M.S.S.P SING LIKE TALKING 中島みゆき　　 山下達郎
五木ひろし公演 CASIOPEA 鈴木雅之 夏川りみ 遊助
image GRANRODEO Super Junior B1A4 吉井和哉
UVER world さだまさし 高橋真梨子 fripSide RIP SLYME
おかあさんといっしょスペシャルステージ

【コンサート】

石丸幹二 小沢健二 SuG Chara 防弾少年団
上原ひろみ 小野大輔 佐藤竹善 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ15周年ｺﾝｻｰﾄ 水谷千恵子
演歌男子。 鬼太鼓座 三大ｳﾞｧｲｵﾘﾆｽﾄｺﾝｻｰﾄ 春畑道哉 矢野顕子
演歌の夢まつり 加藤ミリヤ 三代目J Soul Brothers VAMPS 由紀さおり童謡で伝える会
織田哲郎 清木場俊介 SHINee 氷室京介 和田ｱｷ子
不思議の国のｱﾘｽのｸﾗｼｯｸｺﾝｻｰﾄ ケツメイシ 高見沢俊彦 藤井フミヤ ワンワンといっしょ

ワンワンわんだーらんど

　　　　　　　　　［その他］　加古隆、紫吹淳、新妻聖子、きいやま商店、中孝介、aiko、5uprise、春奈るな、磯貝サイモン、さくら学院、難波弘之、
　　　　　　　　　　　　　　　　MYNAME、ワンワンまつり、乃木坂４６、小坂忠、大橋彩香、羽多野渉 　　他

【朗読劇 】
SOUND THEATER 朗読劇

【ミュージカル･歌舞伎】
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「あやかし谷の夏休み」 「インタビュー」

【スポーツイベント】
パラフェス2016 WWE　LIVE　2016 卓球JAPAN OPEN

【式典】
東京電力株主総会 実践倫理宏正会創立70周年記念式典 高崎映画祭30周年記念式典



【イベント　等】 No.２

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者                   内　　　　　　　　　　容

イナズマロック フェス ２０１６ T.M.Revolution　　他 野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

映画完成披露試写会 香取信吾、綾瀬はるか　他 「ギャラクシー街道」「青空エール」「海賊と呼ばれた男」「オケ老人」　　他

宇都宮大学学園祭ライブ 学園祭

a-nation 倖田來未、TRF　他 夏の野外ライブツアー

OKINAWAまつり in 代々木公園 沖縄出身アーティストによるステージパフォーマンス

春日野音楽祭 さだまさし、押尾ｺｰﾀﾛｰ　　他 奈良の音楽フェスティバル

楽器フェア 2016 楽器イベント

GIRLS　TUNE　FES　2016 清水翔大、miwa　他 ファッションと音楽の祭典

KINGDOM HEARTS CONCERT ブラスバンド演奏によるKINGDOM HEARTSコンサート

CLASSIC　ROCK　AWARDS　2016 尾上松也、ﾃﾞｲｳﾞ･ﾑｽﾃｲﾝ　他 クラシック・ロック・ロール・オブ・オナーズ賞の式典

ZIP春フェス ファンキー加藤、超特急　他 ZIP!　野外スタジオイベント

J-WAVE LIVE スガシカオ、秦基博　他 J-WAVE主催音楽イベント

SOUL POWER　２０１６ 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ソウルのイベント

地域伝統芸能祭り 第1６回地域伝統芸能まつり２０１６

DGS　EXPO 神谷浩史、小野大輔　他 ラジオ番組10周年目突入記念イベント

東京JAZZ　201６ 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、渡辺貞夫　他 ジャズフェスティバル

TOKYU　MUSIC　LIVE　2016 財津和夫、太田裕美　他 東急グループによるイベント

TREASURE05X 201６ KANA-BOON、SHISHAMO 他 音楽フェスティバル

HATS MUSIC FESTIVAL 葉加瀬太郎・高嶋ちさ子　他 ３大ヴァイオリニストコンサート

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス2016 若手パフォーマーによるフェスティバル

BUZZ　RHYTHM　LIVE　’16 UVERworld、いきものがかり　他 日本テレビのライブイベント

ひばり児童合唱団 第３６回定期演奏会

瑞穂舞 浅野瑞穂 瑞穂舞２０１６　新春舞の会

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン201６ クラシックの音楽祭



２０１５年度　年間ステージ総数（１,４８０）
No.1

【コンサートツアー】

安室奈美恵
絢香 CASIOPEA 鈴木雅之 中島美嘉 矢沢永吉
嵐 華原朋美 STAR☆ANIS 夏川りみ 山下達郎
THE ALFEE KIS-MY-FT2 Super Junior B1A4 遊助
五木ひろし公演 GRANRODEO SING LIKE TALKING flumpool ゆず
image さだまさし 高橋真梨子 fripSide 吉井和哉
UVER world 柴崎コウ TUBE 松下奈緒　 REBECCA
EXO SHINee 天童よしみ 松任谷由実 和楽器バンド
A-PINK JUNK. 東方神起 MASOCHISTIC ONO BAND 和田ｱｷ子
おかあさんといっしょﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 私立恵比寿中学 中島みゆき　　 都はるみ　　　　　　　　　　　　ﾜﾝﾜﾝわんだーらんど

【コンサート】

ｱﾘｽのｸﾗｯｼｯｸｺﾝｻｰﾄ「ｱﾘｽのへんてこ舞踏会」 SHINee Negicco 由紀さおり童謡で伝える会
石丸幹二 鬼太鼓座 ジョン・オーウェン=ジョーンズ 藤井フミヤ
INFINITE THE　PIANO　GUYS Sexy Zone MISIA
演歌男子 SuG TEEN TOP ももいろクローバーZ
演歌の夢まつり 三代目J Soul Brothers Trident 矢野顕子
織田哲郎 椎名へきる NAOTO ﾔﾏﾊ目黒ｾﾝﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄ２０１５

　　［その他］　近藤真彦、中孝介、波多野渉、加藤ミリヤ、ドレスコーズ、諸星和美、大橋彩香、RIP SLYME、AKB48、HKT４８､KARBA、　ワンワンまつり、
　　　　　　　　　渡辺美里、NEWS、藤澤ノリマサ、LIPHLICH  等

【朗読劇 】
SOUND THEATER 朗読劇 シアトリカル・ライブ「みつあみの神様」

【ミュージカル･歌舞伎】
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「あやかし谷の夏休み」 Shochiku Kabuki Spectacle 鯉つかみ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「マリアと緑のプリンセス」

【スポーツイベント】
ITTF女子ワールドカップ　仙台大会 湘南OPEN WWE　LIVE　2015 BURTON　RAIL　DAYS　201５
SHOCK THE WORLD　２０１５　REAL TOUGHNESS UFC 2015 Raod FC24
柔道グランドスラム東京 ２０１５

【式典】
東京電力株主総会



【イベント　等】 No.２

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者                   内　　　　　　　　　　容

イナズマロック フェス ２０１５ T.M.Revolution、倖田來未　他 野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

映画完成披露試写会 山田涼介、木村拓哉　他 「暗殺教室」「寄生獣」「バケモノの子」「HERO」｢進撃の巨人」「ギャラクシー街道」　他

宇都宮大学学園祭ライブ 「KEY TALK」「Czecho No Rrｐublic」

a-nation 岸谷香、浜崎あゆ　他 夏の野外ライブツアー

OKINAWAまつり in 代々木公園 沖縄出身アーティストによるステージパフォーマンス

ギターサミット 伊藤ゴロー、小沼ようすけ　他 アコースティックギター・ミュージックの祭典

The 8th Music Revolution 吉澤加代子　他 音楽コンテスト

ZIP春フェス きゃりーぱみゅぱみゅ　他 ZIP!　野外スタジオイベント

生誕６０周年記念　ゴジラ音楽祭 東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 初代「ゴジラ」全編をフルオーケストラ生演奏付きで上映する音楽祭

SOUL POWER　２０１５ 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ソウルのイベント

第24回連盟公演「HERO」 関東大学学生ダンス連盟Σ公演

高崎音楽祭 マルチン・ボスレフスキ・トリオ ミュージックフェスティバル

地域伝統芸能祭り 第1５回地域伝統芸能まつり２０１５

東京JAZZ　201５ 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、CASIOPEA ジャズフェスティバル

TOKYU　MUSIC　LIVE　201５ 夏川りみ、熱帯ジャズ楽団　他 東急グループによるイベント

TREASURE05X 2015 ACIDMAN、Alexandros 他 音楽フェスティバル

NITRO CIRCUS LIVE アクション・スポーツ・エンターテイメント

ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス2015 若手パフォーマーによるフェスティバル

ひばり児童合唱団 第３５回定期演奏会

マリアートスタジオフェスティバル vol,21 発表会

瑞穂舞 浅野瑞穂 第10回瑞穂舞２０１４　新春舞の会

MUSICAL EXPRESS 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演

Metro Music Oasis　Vol.61 独楽 銀座駅コンコースでの和ライブ

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン201５ クラシックの音楽祭

わんわんといっしょ！夢のｷｬﾗｸﾀ-大集合 坂田おさむ、はいだしょうこ　他 NHKこども番組のキャラクターによるイベント



２０１４年度　年間ステージ総数（１,４７５）
No.1

【コンサートツアー】

安室奈美恵 UVER world XIAジュンス 夏川りみ MISIA
絢香 EXO 鈴木雅之 B1A4 矢沢永吉
嵐 おかあさんといっしょﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ BIGBANG 矢野顕子
ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ 織田哲朗 SING LIKE TALKING 藤井フミヤ 山下達郎
THE ALFEE 加藤ミリヤ Super Junior flumpool 遊助
板野友美 CASIOPEA 高橋真梨子 fripSide 和田ｱｷ子
五木ひろし公演 GRANRODEO TUBE 松下奈緒　 ﾜﾝﾜﾝわんだーらんど
image 島津亜矢 東方神起 松任谷由実
上原ひろみ SHINee 中島みゆき　　 都はるみ　　　　　　　　　　　　

【コンサート】

石丸幹事 加古隆 高中正義 ﾋﾟｸｻｰ･ｲﾝ･ｺﾝｻｰﾄ LIP　SLYME
梅棒 きたやまおさむ 竹内まりや MY NAME 和央ようか
SMTOWN SUPER☆GIRLS 高嶋ちさ子 矢井田瞳
大貫妙子 椎名へきる TEEN TOP ﾔﾏﾊ目黒ｾﾝﾀｰｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｻｰﾄ
鬼太鼓座 Sexy Zone バート・バカラック 由紀さおり童謡で伝える会

　　［その他］ 河村隆一、SUG、羽毛田丈史、沖仁、陰陽座、ドレスコーズ、AKB48、HKT48、SKE４８、Kis-My、福山芳樹、柚希礼音 等

【朗読劇 】
SOUND THEATER 朗読劇

【ミュージカル】
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2014」－いのちの旅－

【スポーツイベント】
世界卓球 湘南OPEN WWE　LIVE　2014 UFC　FIGHT　NIGHT　JAPAN
BURTON　RAIL　DAYS　2014

【式典】
日本ステージ50周年記念式典 東京電力株主総会



【イベント　等】 No.２

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者                   内　　　　　　　　　　容

イナズマロック フェス ２０１４ T.M.Revolution、加藤ﾐﾘﾔ　他 野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

ｳﾙﾄﾗﾏﾝ ROCK DAYS 5-ｷﾞﾝｶﾞ伝説- 高見沢俊彦、つるの剛士　他 音楽ライブ

a-nation 浜崎あゆみ、河村隆一　他 夏の野外ライブツアー

映画完成披露試写会 妻夫木聡、櫻井翔　他 「土竜の唄」「テルマエ・ロマエ２」「GODZILA」「舞子はレディ」「バンクーバーの朝日」　他

キャタックダンスプラザ「DANCING ALL THE WAY」 発表会

ZIP春フェス きゃりーぱみゅぱみゅ　他 ZIP!　野外スタジオイベント

狩猟音楽祭　2014 モンスターハンター10周年記念オーケストラコンサート

School music revival live2014 渡辺眞理、山下洋輔　他 こどもの音楽再生基金イベント

SOUL POWER　２０１４ 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ソウルのイベント

大！天才てれびくんスペシャル 出川哲朗、てれび戦士　他 冬イベント　「パズルの迷宮とゼロの秘宝」

宝塚歌劇１００周年記念大運動会 運動会

地域伝統芸能祭り 第1４回地域伝統芸能まつり２０１４

東京JAZZ　201４ 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、CASIOPEA ジャズフェスティバル

TOKYU　MUSIC　LIVE　201４ 矢野明子、細野春臣　他 東急グループによるイベント

２０１４　楽器フェア 楽器総合イベント

ひばり児童合唱団 第３４回定期演奏会

響の都オペラの祭典 日本・イタリア共同制作オペラ公演

みやぎぴっきの会｢希望!結ぼう!ﾚｲﾝﾎﾞｳ!｣ 東北応援LIVE

MUSICAL EXPRESS 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾄﾞﾗｺﾞﾝLIVE　2014　 三代目J Soul Brothers 他 「ミュージックドラゴン」によるスペシャルライブ

山城流ｽﾍﾟｸﾀﾙ　ｽｰﾊﾟｰ群像「鳴神」 芸能山城組創流40周年記念イベント

RADIO MAGIC 2014 久保田利伸、絢香　他 FM802 開局25周年記念イベント

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン201４ クラシックの音楽祭

WORLD HAPPINESS 2014 高橋幸宏、電気ｸﾞﾙｰｳﾞ　他 音楽フェスティバル

わんわんといっしょ！夢のｷｬﾗｸﾀ-大集合 坂田おさむ、はいだしょうこ　他 NHKこども番組のキャラクターによるイベント
等々



２０１３年度　年間ステージ総数（１,３１９）

No.1
【コンサートツアー】

ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ 米米CLUBｺﾝｻｰﾄ Def Tech
THE ALFEE 島津亜矢ｺﾝｻｰﾄ 東方神起
五木ひろし公演 SHINee ｺﾝｻｰﾄ 中島美嘉
image 鈴木雅之ｺﾝｻｰﾄ 中島みゆき
UVER worldｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ Super Junior BIGBANG
おかあさんといっしょファミリーコンサート 高橋真梨子 B1A4
Keali'I Reichel　ジャパンツアー TUBE 藤井フミヤ
松下奈緒　 矢沢永吉 遊助
松任谷由実 矢野顕子 吉井和哉
都はるみ　　　　　　　　　　　　 山下達郎 和田ｱｷ子
矢井田瞳

【コンサート】

阿川泰子 CASIOPEA GRANRODEO
中孝介 加古隆 GENERATIONS
石丸幹事 kaho SING LIKE TALKING
上原ひろみ　ｻﾞ･ﾄﾘｵ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺﾝｻｰﾄ きいやま商店 高中正義
織田哲朗 きたやまおさむ 春畑道哉
鬼太鼓座 霧矢大夢 夏川りみ
hitomi ももいろクローバーZ RO-KYU-BU!
水樹奈々 由紀さおり幼稚園コンサート 和央ようか
miwa LIP　SLYME 渡辺美里
宮崎菜穗子

　　［その他］ ｵﾑ･ｷﾞｼﾞｭﾝ、ｲ･ｼﾞｬﾝｳ、、リリカル☆パーティ、　SKE４８、、HEEFEST、、TEEN TOP　等

【朗読劇 等】
SOUND THEATER 朗読劇 「進撃の巨人」Reading&Live ｲﾍﾞﾝﾄ ラブシーン２０１３

【ミュージカル】

テニスの王子様2013 戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2013」－
いのちの旅－

【スポーツイベント】

柔道グランドスラム東京 Sports of Heart　2013
第5回森永製菓・ﾌｪﾝｼﾝｸﾞﾌﾚｰﾙ太
田雄貴杯

【式典】
大阪ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ開業記念式典 東京電力株主総会



【イベント　等】 No.2

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　容

イナズマロック フェス ２０１３ UVERworld、GRANRODEO 他 野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

a-nation 浜崎あゆみ、東方神起　他 夏の野外ライブツアー

FM802　MEET THE WORLD BEAT 2013 清水翔太、大橋トリオ　他 野外音楽フェスティバル

亀の恩返し2013 ｽｶﾞ･ｼｶｵ、ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ　他 亀田誠治氏によるイベント

ZIP春フェス きゃりーぱみゅぱみゅ　他 ZIP!　野スタジオ外イベント

SOUL POWER SUMIT　 2013 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ソウルのイベント

DGS FESTIVAL CARNIVAL MATSURI 神谷浩史、小野大輔
ｺﾝｻｰﾄ「Dear Girl～Stories～
Festival Carnival Matsuri」

TOKYU　MUSIC　LIVE　2013 根本要、前田亘輝　他 東急グループによるイベント

東京JAZZ　201３ 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、CASIOPEA ジャズフェスティバル

NAONのYAON 寺田恵子、SCANDAL 他
女性ミュージシャンによるロック
フェスティバル

MUSICAL SPECIAL LIVE 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演

ﾐｭｰｼﾞｯｸﾄﾞﾗｺﾞﾝLIVE2013 秦基博、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾎﾞﾝﾊﾞｰ 他
「ミュージックドラゴン」にるスペ
シャルライブ

めざましLIVE ISLAND TOUR 2013 小田和正、森高千里　他
「めざましテレビ」によるライブツ
アー

ゆるゆりﾗｲﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ 「七森中♪ふぇすてぃばる」

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2013 小曽根真、塩谷哲　他 クラシックの音楽祭

創立30周年記念公演 船橋さざんか少年少女合唱団 記念公演

日　ASEAN　音楽祭－３ AKB48、EXILE 他
日・ASEAN友好協力40周年事
業音楽祭

日本ﾃﾚﾋﾞ開局60周年特別ﾗｲﾌﾞ 絢香、ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ　他
「THE MUSIC DAY LIVE
presented by “ZERO”」

読売ﾃﾚﾋﾞ開局55年ﾗｲﾌﾞ 山崎まさよし、矢井田瞳　他
「大阪ほんわかﾐｭｰｼﾞｯｸﾎｰﾙ
でっせ」

映画完成披露試写会 西田敏行、福山雅治　他
「そして父になる」「清洲会議」
「真夏の方程式」「ガッチャマ
ン」　他

地域伝統芸能祭り
第1３回地域伝統芸能まつり２０
１３

体感フォーデイズ2013 in 神戸 講演会



２０１２年度　年間ステージ総数（１,４３４）
No.1

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

安室奈美恵ｺﾝｻｰﾄ 安室奈美恵 ｺﾝｻｰﾄﾂｰｱ　2012～20th　Anniversary Best～ 全国

ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷｺﾝｻｰﾄ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「A-Studio」「ニコファーレ」「BLUE」、夏ﾌｪｽ 全国

THE ALFEE ｺﾝｻｰﾄ THE　ALFEE ｺﾝｻｰﾄ「Flowers」 全国

中孝介ｺﾝｻｰﾄ 中孝介 「ｷｾｷﾉｶｹﾗ」 全国、台湾

五木ひろし公演 五木ひろし　他 ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、新歌舞伎座公演、明治座公演 全国

imageｺﾝｻｰﾄ 葉加瀬太郎、小松亮太　他 ｺﾝｻｰﾄ「live image 12 douze」 全国

上原ひろみ　ｻﾞ･ﾄﾘｵ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｺﾝｻｰﾄ 上原ひろみ 他 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「MOVE」 全国

UVER worldｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ UVER world ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　他 全国

AKB48ｺﾝｻｰﾄ AKB48 ｺﾝｻｰﾄ、握手会 東京、埼玉

奥華子ｺﾝｻｰﾄ 奥華子 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国

おかあさんといっしょ 横山だいすけ、三谷たくみ　他 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、スペシャルステージ　他 全国

陰陽座ｺﾝｻｰﾄ 陰陽座 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「絶界の鬼子母神」　他 全国

Keali'I Reichel　ﾗｲﾌﾞ Keali'I Reichel ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「KUKAHI 2012」 全国

米米CLUBｺﾝｻｰﾄ 米米CLUB ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「米米倶楽部熱烈巡回公演 NATURAL」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国

SuGｺﾝｻｰﾄ SuG ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「The Lollipop Kingdom Show」「sweeToxic」　他 全国

佐藤竹善ｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善 ｺﾝｻｰﾄ「Cross your fingers  Vol.16」 大阪

椎名へきるｺﾝｻｰﾄ 椎名へきる 「BEST LIVE from 1994 to 2000 SUMMER EDITION」　他　 全国

島津亜矢ｺﾝｻｰﾄ 島津亜矢 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ﾘｻｲﾀﾙ 全国

SHINee ｺﾝｻｰﾄ SHINee ｺﾝｻｰﾄ「SHINee WORLD 2012」 全国

鈴木雅之ｺﾝｻｰﾄ 鈴木雅之 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国

Super Juniorｺﾝｻｰﾄ Super Junior ｺﾝｻｰﾄ、ｲﾍﾞﾝﾄ 東京、横浜

高中正義ｺﾝｻｰﾄ 高中正義 ｺﾝｻｰﾄ「TAKANAKA伝説」 全国

高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Re:So  fine」　他 全国

珠響ｺﾝｻｰﾄ 稲垣響、村治佳織　他 第３回 全国

チャン・グンソクｺﾝｻｰﾄ ﾁｬﾝ･ｸﾞﾝｿｸ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国

TUBEｺﾝｻｰﾄ TUBE ﾎｰﾙﾂｱｰ「Keep on smilin」、野外ｺﾝｻｰﾄ 全国

童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 手作り学校ｺﾝｻｰﾄ、「童謡ｺﾝｻｰﾄ25」　他 全国

東方神起ｺﾝｻｰﾄ 東方神起 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「TON」、ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ 全国

中島みゆきｺﾝｻｰﾄ 中島みゆき ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「縁会」「夜会Vol.17」 全国

夏川りみｺﾝｻｰﾄ 夏川りみ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国



No.2

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

hitomiｺﾝｻｰﾄ hitomi ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏ﾌｪｽ 全国

藤井ﾌﾐﾔｺﾝｻｰﾄ 藤井ﾌﾐﾔ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Life is Beautiful」 全国

松下奈緒ｺﾝｻｰﾄ 松下奈緒 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「for me」 全国

松任谷由実ｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ 松任谷由実 SURF&SNOW、ｲﾍﾞﾝﾄ、ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 苗場、東京

水樹奈々ｺﾝｻｰﾄ 水樹奈々 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「UNION 2012」 全国

miwaｺﾝｻｰﾄ miwa ｺﾝｻｰﾄ「guitarium」、夏ﾌｪｽ、学園祭 全国

MISIAｺﾝｻｰﾄ MISIA ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「SOUL QUEST　GRAND FINALE 2012」　他 全国

矢井田瞳ｺﾝｻｰﾄ 矢井田瞳 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏ﾌｪｽ 全国

矢沢永吉ｺﾝｻｰﾄ 矢沢永吉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「40周年記念」、「JAMMIN' ALL NIGHT」　他 全国

山下達郎ｺﾝｻｰﾄ 山下達郎 ｺﾝｻｰﾄ、「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2012」　他 全国

ゆるゆりｺﾝｻｰﾄ ﾗｲﾌﾞｲﾍﾞﾝ 「七森中♪うたがっせん」 横浜

遊助ｺﾝｻｰﾄ 遊助 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「あの・・絶対オイラにしかできないんですケド」　他 全国

YUIｺﾝｻｰﾄ YUI ｺﾝｻｰﾄ 全国

吉井和哉ｺﾝｻｰﾄ 吉井和哉 ｺﾝｻｰﾄ、SUMMER FES 全国

渡辺美里ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 ｺﾝｻｰﾄ、ｲﾍﾞﾝﾄ 東京、大阪

和田ｱｷ子ｺﾝｻｰﾄ 和田アキ子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 全国

イナズマロック フェス ２０１２ ｽｶﾞｼｶｵ、氣志團　他 ﾛｯｸﾌｪｽ 滋賀

鎌倉音楽祭 植村花菜、岩崎宏美　他 音楽祭　鶴舞2012 鶴岡八幡宮

ｹｰﾀｲ大喜利 千原ｼﾞｭﾆｱ、今田耕司　他 全国ﾂｱｰ福岡編 福岡

TOKYU　MUSIC　LIVE 山崎まさよし　他 ｺﾝｻｰﾄ 東京

東京JAZZ　2012 海外ｱｰﾃｨｽﾄ、CASIOPEA ﾗｲﾌﾞ 東京

ﾔﾏﾊｶﾞﾗｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ 東京

a-nation avex SUMMER FESTA 20１2 浜崎あゆみ、m-flo 他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ「music week /Stadium」 全国

J-WAVE　LIVE 「LIVE　2000+12」「LIVE　AUTUMN」 東京

SOUL POWER SUMMIT 2012 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 東京、大阪

BURTON RAIL DAYS ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾃｽﾄ 東京

SOUND THEATER 朗読劇 山寺宏一、蜂谷宗苾　他 朗読劇「Mermaid Blood」「CROSS ROAD」 東京

映画完成披露試写会 阿部寛、堤真一、綾瀬はるか　他「麒麟の翼」「ALWAYS」「ホタルノヒカリ」「SPEC～天」　他 東京

ｼﾞｭﾆｱｴﾚｸﾄｰﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 東京

地域伝統芸能祭り 第12回地域伝統芸能まつり２０１２ 東京

株主総会 東京電力株主総会 東京



No.3

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

ひばり児童合唱団創立70周年記念公演 ひばり児童合唱団 ｺﾝｻｰﾄ 東京

ﾔｸﾙﾄ世界大会2012 式典 神戸

CDｼｮｯﾌﾟ大賞　2012　授賞式 第４回 東京

にほん橋演芸館志の輔壱噺 立川志の輔、HIDEBOH　他 ｺﾗﾎﾞ(落語、ﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ、日本舞踊) 東京

MUSICAL SPECIAL LIVE 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演 東京

フェンシング・フレール 第４回　太田雄貴杯 東京

ｽﾏｯｸﾀﾞｳﾝ・ﾜｰﾙﾄﾞﾂｱｰ　2012 WWE日本公演 東京

ﾓﾝﾄﾙｰ･ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 国府弘子、小原孝　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 神奈川

戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 戸田市民 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 埼玉

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2012」－いのちの旅－ フレディ－ズ　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 全国

　　［その他］　Def Tech 、TM　NETWORK、 HOUND DOG、HIDEBOH、B1A４、SMAP、板野友美、真心ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ、bird、古澤巌、CASIOPEA、大竹しのぶ、

　　　　　　　　  神聖かまってちゃん、VAMPS、小泉今日子、宮崎菜穗子、屋敷豪太、藤沢ﾉﾘﾏｻ、春畑道哉、阿川泰子、柴崎コウ、ZENERATIONS、LIVERA、



２０１１年度 年間ステージ総数（１,４５７）
No.1

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
安室奈美恵ｺﾝｻｰﾄ 安室奈美恵 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 「MY KEYS PLUS TOUR 2010 LIFE」　他 全国
ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷｺﾝｻｰﾄ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ  「HOME SWEET HOME '5YEARS'～ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ&ｵｰﾙﾘｸｴｽﾄ｣　他 全国
THE ALFEE ｺﾝｻｰﾄ THE　ALFEE ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Neo Univers 2011 I Love You」 全国
石丸幹二ｿﾛｺﾝｻｰﾄ 石丸幹二 「spring with kanji ishimaru」 「 autumn with kanji ishimaru 」 全国
五木ひろし公演 五木ひろし　他 ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、新歌舞伎座公演 全国
imageｺﾝｻｰﾄ 葉加瀬太郎、小松亮太　他 「live image 11　onze」、ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 全国
上原ひろみｺﾝｻｰﾄ 上原ひろみ 2010年ｿﾛﾋﾟｱﾉ日本ﾂｱｰ、・ﾄﾘｵ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ "VOICE"日本ﾂｱｰ 全国
UVER worldｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ UVER world ｺﾝｻｰﾄ「LIVE TOUR GOODS ITEM」　他 全国
M-NET　ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ ﾁｮﾝ･ｼﾞｮﾝﾐﾝ、TeenTop　他 ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、ｺﾝｻｰﾄ　他 全国
AKM48ｺﾝｻｰﾄ AKM48 握手会、総選挙、じゃんけん大会　 東京、埼玉
おかあさんといっしょ 横山だいすけ、三谷たくみ　他 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、スペシャルステージ　他 全国
奥　華子ｺﾝｻｰﾄ 奥　華子 ｺﾝｻｰﾄ 全国
清木場俊介男祭り2011 清木場俊介 ｺﾝｻｰﾄ「ROCk&SOUL] 東京、大阪
Keali'I Reichel　ﾗｲﾌﾞ Keali'I Reichel KUKAHI 2011 東京、横浜、大阪
椎名へきるｺﾝｻｰﾄ 椎名へきる ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「for you」 全国
柴崎コウｺﾝｻｰﾄ 柴崎コウ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
島津亜矢ｺﾝｻｰﾄ 島津亜矢 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ﾘｻｲﾀﾙ 全国
Sing Like Talking ｺﾝｻｰﾄ Sing　Like　Talking ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ2011　、　心の復興 全国
SHINee World  2011 SHINee ｺﾝｻｰﾄ「World 2011」 名古屋、大阪
JYJ UNIFORGETTABLE LIVE CONCERT JYJ ｺﾝｻｰﾄ ひたちなか
鈴木雅之ｺﾝｻｰﾄ 鈴木雅之 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
Super Juniorｺﾝｻｰﾄ Super Junior ｺﾝｻｰﾄ 全国
高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「SOIREE(ソワレ」 全国
竹内まりやｺﾝｻｰﾄ 竹内まりや ｽﾍﾟｼｬﾙｺﾝｻｰﾄ「souvenir again」 東京、大阪
Def Techｺﾝｻｰﾄ Def Tech ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
チャン・グンソクｺﾝｻｰﾄ ﾁｬﾝ･ｸﾞﾝｿｸ ｺﾝｻｰﾄ 全国
TUBEｺﾝｻｰﾄ TUBE ﾎｰﾙﾂｱｰ、野外ｺﾝｻｰﾄ 全国
童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 「童謡ｺﾝｻｰﾄ2４」「手作り学校ｺﾝｻｰ201１」　他 全国
NAOTOｺﾝｻｰﾄ NAOTO  5th Anniversary Live、 LIVE TOUR 2011 "Prism"　他 全国
中島美嘉ｺﾝｻｰﾄ 中島美嘉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ2011　「The Only Star」 全国
中島みゆきｺﾝｻｰﾄ 中島みゆき ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夜会Vol.17 全国
夏川りみｺﾝｻｰﾄ＆ｲﾍﾞﾝﾄ 夏川りみ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
久石譲ｺﾝｻｰﾄ 久石譲　他 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ、＆新日本ﾌｨﾙ・ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾞﾘｰﾑｵｰｪｽﾄﾗ　他 全国
hitomiｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ hitomi Live、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
藤井ﾌﾐﾔｺﾝｻｰﾄ 藤井ﾌﾐﾔ 「2010-2011 Sweet Groove」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
松下奈緒ｺﾝｻｰﾄ 松下奈緒 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Scene#25」 全国
前川きよしｺﾝｻｰﾄ 前川きよし、藤山直美 「清&直美」、ｺﾝｻｰﾄ「二人のｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ」　他 全国
松任谷由実ｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ 松任谷由実 SURF&SNOW、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ2011「RoadShow」 苗場、全国



MISIAｺﾝｻｰﾄ MISIA ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「THE TOUR OF MISIA JAPAN SOUL QUEST」 全国
２０１１年度 年間ステージ総数（１,４５７）

No.2

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
矢井田瞳ｺﾝｻｰﾄ 矢井田瞳 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　2011 全国
矢沢永吉ｺﾝｻｰﾄ 矢沢永吉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏ﾌｪｽ 全国
山下達郎ｺﾝｻｰﾄ 山下達郎 ｺﾝｻｰﾄ　Performance 2011-2012 全国
YUIｺﾝｻｰﾄ YUI ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏フﾌｪｽ 全国
RIP SLYMEｺﾝｻｰﾄ RIP SLYME  STAR TOUR 2011 全国
遊助ｺﾝｻｰﾄ 遊助 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「あれ・・ぐうぜんですすケド。」　他 全国
吉井和哉ｺﾝｻｰﾄ 吉井和哉 Flowers&Powerlight Tour2011、Summer Fes 全国
米倉利紀ｺﾝｻｰﾄ 米倉利紀 concert tour 2011 全国
渡辺美里ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 美里祭り、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
和田ｱｷ子ｺﾝｻｰﾄ 和田アキ子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 全国
イナズマロック　フェス　２０１１ T.M.Revolution、FLOW 他 ﾛｯｸﾌｪｽ 滋賀
鎌倉音楽祭 ｽﾀｰﾀﾞｽﾄﾚﾋﾞｭｰ、chage 他 鎌倉音楽祭　鶴舞2011 鶴岡八幡宮
TOKYU　MUSIC　LIVE 塩谷哲　他 ｺﾝｻｰﾄ 東京
東京JAZZ　2011 海外ｱｰﾃｨｽﾄ ﾗｲﾌﾞ 東京
ﾔﾏﾊｶﾞﾗｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ 東京
a-nation avex SUMMER FESTA 20１1 浜崎あゆみ、倖田來未　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　a-nation 全国
J-WAVE　LIVE 木村カエラ、平井堅　他 「LIVE 2000＋11 」、「LIVE　AUTUMN」 東京
SOUL POWER SUMMIT 201１ 鈴木雅之、ゴスペラーズ　他 SOUL　POWER　Tokyo／なにわ SUMMIT 2011 東京、大阪
UNIVERSAL MUSIC AI、キマグレン　 野外ﾌｪｽ 葉山
　　　SUMMER EXPRESS 201１ クレイジーケンバンド　他
映画完成披露試写会 渡辺謙、篠原涼子　他 「太平洋の奇跡」「あしたのジョー」「アンフェア」「源氏物語」　他 東京
国連UN-OHRLLS・国連の友 「Friends Whistle! Act for Tomorrow」Vol.2 東京
地域伝統芸能祭り 第１１回地域伝統芸能祭り201１ 東京
滝沢歌舞伎201１ 滝沢秀明　他 時代劇LIVEﾐｭｰｼﾞｶﾙ 演舞場
ﾎﾘﾌﾟﾛﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ 和田アキ子、榊原郁恵　他 あの鐘を鳴らすのはあなた基金　 東京
林家三平結婚式 林家三平　他 結婚式 東京
NAMUEﾊﾞﾚｴｺﾝｸｰﾙ ｺﾝｸｰﾙ 横須賀
CDｼｮｯﾌﾟ大賞　2011　授賞式 第３回 東京
MUSICAL SPECIAL LIVE 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演 東京
ひばり児童合唱団第32回定期公演 ひばり児童合唱団 ｺﾝｻｰﾄ 東京
楽器フェア　2011 楽器ｲﾍﾞﾝﾄ 横浜
MUSIC LOVERS LIVE 2011 三代目J Soul Brothers 他 日ﾃﾚｲﾍﾞﾝﾄ 東京
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 戸田市民 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 戸田
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2011」－いのちの旅－ フレディ－ズ　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 全国
CLUB SEVEN 7th STAGE 玉野和紀、吉野圭吾　他 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄｼｮｰ 東京、大阪　他



　　［その他］　 阿川泰子、大友康平、諸星和己、中村あゆみ、織田哲朗、平松愛理、板野友美、アブラーズ、水樹奈々、HIDEBOH、野呂一生、RYTHEM
　　　　　　　　 　矢野顕子、SKE48、前田敦子、K-POP、高中正義、SuG、鬼太鼓座、D-BOYS、玉木宏、手嶌葵　他



２０１０年度　年間ステージ総数（１,３３９）
No.1

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
安室奈美恵ｺﾝｻｰﾄ 安室奈美恵 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「 PAST<FUTURE tour 2010」 全国
ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷｺﾝｻｰﾄ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 「MY KEYS PLUS TOUR 2010 LIFE」　他 全国
安全地帯ｺﾝｻｰﾄ 安全地帯 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国、海外
五木ひろし公演 五木ひろし　他 明治座、ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
石丸幹二ｺﾝｻｰﾄ 石丸幹二 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
稲垣潤一ｺﾝｻｰﾄ 稲垣潤一 ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾂｱｰ 全国
imageｺﾝｻｰﾄ 葉加瀬太郎、古澤巌 「live image 10 dix」「Nouveau」 全国
UVER worldｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ UVER world ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　「LAST　TOUR　2010」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
M-NET　ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞｲﾍﾞﾝﾄ ｲ･ｼﾞﾞｭﾝｷﾞ、ﾋｮﾝ･ﾋﾞﾝ　他 ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ、ｺﾝｻｰﾄ　他 全国
AKM48ｺﾝｻｰﾄ AKM48 ｺﾝｻｰﾄ 全国
おかあさんといっしょ 横山だいすけ、三谷たくみ　他 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ、スペシャルステージ「青空ワンダーランド」　他 全国
清&直美　夢のｵﾝｽﾃｰｼﾞ 前川清、藤山直美　他 全国縦断公演凱旋記念ｽﾃｰｼﾞ 全国
Keali'I Reichel　ﾗｲﾌﾞ Keali'I Reichel KUKAHI 2010 東京、横浜、大阪
倖田來未ｺﾝｻｰﾄ 倖田來未 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「 Dream Music Park」 全国
米米club ｺﾝｻｰﾄ 米米club a.K2C Entertaiment 米米club 2009 Sun Rice 全国
佐藤竹善ｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善 Cross Your Fingers 1４ 東京
椎名へきるｺﾝｻｰﾄ 椎名へきる ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「BANG THE (I) SUMMER」、「春の４１７祭り」 全国
柴崎コウｺﾝｻｰﾄ 柴崎コウ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　～ラブ★パラ～　 全国
鈴木雅之ｺﾝｻｰﾄ 鈴木雅之 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、30周年記念ｺﾝｻｰﾄ 全国
smapｺﾝｻｰﾄ smap ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄ「No　Reason　2009」 全国
TUBEｺﾝｻｰﾄ TUBE ﾎｰﾙﾂｱｰ、野外ｺﾝｻｰﾄ 全国
童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 「童謡ｺﾝｻｰﾄ23」「童謡ｺﾝｻｰﾄ24」「手作り学校ｺﾝｻｰ2010」　他 全国
中島みゆきｺﾝｻｰﾄ 中島みゆき ｺﾝｻｰﾂﾂｱｰ 全国
夏川りみｺﾝｻｰﾄ＆ｲﾍﾞﾝﾄ 夏川りみ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
にっぽん演歌の夢まつり 五木ひろし、坂本冬美　他 演歌まつり 全国
HOUND DOGｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ 大友康平　 30thANNIVERSARY HOUND DOG Birthday Live、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
ﾊﾟｸ･ﾖﾝﾊｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ ﾊﾟｸ･ﾖﾝﾊ 2010～STARS～ 全国
浜崎あゆみｺﾝｻｰﾄ 浜崎あゆみ ARENA TOUR 2010 A Rockn' Roll Cercus 全国
氷川きよしｺﾝｻｰﾄ＆ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 氷川きよし ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ2010、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
久石譲ｺﾝｻｰﾄ 久石譲　他 ワールド・ドリーム・オーケストラ New Year Concert　他 全国
hitomiｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ hitomi Live、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
藤井ﾌﾐﾔｺﾝｻｰﾄ 藤井ﾌﾐﾔ ﾂｱｰ「Spring Fever」、「2010-2011 Sweet Groove」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
Prastic Treeｺﾝｻｰﾄ Prastic Tree 冬ﾂｱｰ「Re:chord」「2010 Strange fruits-奇妙な果実-15周年」他全国
松たかこｺﾝｻｰﾄ 松たかこ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Time for music」 全国
松任谷由実ｺﾝｻｰﾄ&ｲﾍﾞﾝﾄ 松任谷由実 SURF&SNOW、第一生命ｽﾍﾟｼｬﾙﾅｲﾄ 苗場、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ
MISIAｺﾝｻｰﾄ MISIA 「星空のライヴV」 横浜、大阪



２０１０年度　年間ステージ総数（１,３３９）
No.2

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
矢沢永吉ｺﾝｻｰﾄ 矢沢永吉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏ﾌｪｽ、東京大学五月祭 全国
矢野顕子ｺﾝｻｰﾄ 矢野顕子 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　2010 「ここが音楽堂！」 他 全国
山下達郎ｺﾝｻｰﾄ 山下達郎 ｺﾝｻｰﾄ　Performance 2010 全国
YUIｺﾝｻｰﾄ YUI ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏フﾌｪｽ 全国
YOUNG＠HEARTｺﾝｻｰﾄ YOUNG＠HEART YOUNG＠HEART　IN　JAPAN 全国
遊助ｺﾝｻｰﾄ 遊助 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「あの・・こんなんやりますケド。。」　他 全国
吉井和哉ｺﾝｻｰﾄ 吉井和哉 ｵﾌｨｼｬﾙﾓﾊﾞｲﾙｻｲﾄ会員限定ﾗｲﾌﾞ｢YOSHII ZENZAI｣　他 全国
渡辺美里ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 美里祭り、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
和田ｱｷ子ｺﾝｻｰﾄ 和田アキ子 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
映画完成披露試写会 妻夫木聡、深津絵里　他 「のだめカンタービレ」「悪人」「十三人の刺客」「大奥」　他 東京
鎌倉音楽祭 植村花菜、川井郁子　他 鎌倉音楽祭　鶴舞2010 鶴岡八幡宮
国連の友Asia-Pacific Global Tolerance BIGBANG、加藤ﾐﾘﾔ　他 野外ﾗｲﾌﾞ 大阪
ｺ･ﾌｪｽﾀ in 上海 上海万博　JAPONISM / Special Live 上海
CDｼｮｯﾌﾟ大賞　2010　授賞式 第２回 東京
滝沢演舞城2010 滝沢秀明　他 時代劇LIVEﾐｭｰｼﾞｶﾙ 演舞場
東京JAZZ　2010 海外ｱｰﾃｨｽﾄ ﾗｲﾌﾞ 東京
地域伝統芸能祭り 第１０回地域伝統芸能祭り2010 東京
天才てれびくんMAXスペシャル 天才てれびくんMAXｽﾍﾟｼｬﾙ 東京
D-BOYS D-BOYS 「春どこ２０１０」 新宿
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 戸田市民 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 戸田
中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 「真夏の大運動会」 東京
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ高円宮牌ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ　ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 東京
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2010」－いのちの旅－フレディ－ズ　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 全国、N.Y
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「プリンセス･バレンタイン」 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 東京
山城組「春祭り」 ｲﾍﾞﾝﾄ 東京
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 村治佳織、小曽根真　他 音楽祭 東京
a-nation avex SUMMER FESTA 20１０ 浜崎あゆみ、倖田來未　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　a-nation 全国
J-WAVE　LIVE AI、THE BOOM 　他 「LIVE 2000+10 」、「LIVE　AUTUMN」 東京
MUSICAL SPECIAL LIVE 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演 東京
SOUL POWER SUMMIT 2010 鈴木雅之、ゴスペラーズ　他 5th ANNIVERSARY 、LOVELY DAY  Special Session 全国
UNIVERSAL MUSIC AI、キマグレン　他 野外ﾌｪｽ 葉山
　　　SUMMER EXPRESS 2010 

　　［その他］　 阿川泰子、中孝介、陰陽座、奥華子、織田哲郎、Orquesta De La Luz、研＆五郎、小柳ゆき、SuG、surface、Judy Ong、中条きよし、
　　　　　　　　　 中村あゆみ、bird、HEEFEST、山崎まさよし、ﾏｲｱ･ﾊﾞﾙｰ、松村雄基、水樹奈々、諸星和己、LOVE、RYTHEM　　他



２００９年度　年間ステージ総数（１,６４０）
No.1

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
安室奈美恵ｺﾝｻｰﾄ 安室奈美恵 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　「BEST FICITION TOUR 2008-2009」 全国、アジア
ABBA　GOLD ABBA ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 東京
ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷｺﾝｻｰﾄ ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ　2009 全国
五木ひろし公演 五木ひろし　他 御園座、明治座、ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
稲垣潤一ｺﾝｻｰﾄ 稲垣潤一 ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾂｱｰ、ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国、海外
井上陽水ｺﾝｻｰﾄ 井上陽水 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
imageｺﾝｻｰﾄ 葉加瀬太郎、古澤巌 「live image 8　huit」「THE VIOLIN　BROTHERS」　 全国
IKKO　09　～愛をこめて～ IKKO ﾗｲﾌﾞﾂｱｰ 全国
ETV50 ｷｬﾗｸﾀｰ大集合　とどけ!みんなの元気ﾊﾟﾜｰ 東京、大阪
ENDLICHERI☆ENDLICHERI 堂本　剛 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
UVER worldｺﾝｻｰﾄ UVER world ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「AwakEVE TOUR '09 」 全国
おかあさんといっしょ 横山だいすけ、三谷たくみ　他 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 50周年ｺﾝｻｰﾄ　他 全国
Orquesta De La Luzｺﾝｻｰﾄ Orquesta De La Luz ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、夏ﾌｪｽ 全国
Keali'I Reichel　ﾗｲﾌﾞ Keali'I Reichel KUKAHI 2009 東京、横浜、大阪
米米club ｺﾝｻｰﾄ 米米club a.K2C Entertaiment 米米club 2009 Sun Rice 全国
佐藤竹善ｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善 Cross Your Fingers 13 全国
Salt & Sugarｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善、塩谷哲 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ2009「"13年ぶり"で、あなた!!」 全国
椎名へきるSUMMER TOUR 2009 椎名へきる ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Rock Rose」 全国
ｽｶﾞｼｶｵｺﾝｻｰﾄ ｽｶﾞｼｶｵ ｺﾝｻｰﾄ「FUNKAHOLIC」 全国
鈴木雅之ｺﾝｱｰﾄ 鈴木雅之 ～Masayuki Suzuki taste of maetini tour 2009～Still God 全国
高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄ「No　Reason　2009」 全国
TUBEｺﾝｻｰﾄ TUBE ﾎｰﾙﾂｱｰ「We're Buddy」、fanclub　meeting、花火大会ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
東方神起ｺﾝｻｰﾄ 東方神起 4th LIVE TOUR 2009 -The Secret Code-、FUNCLUBｲﾍﾞﾝﾄ 全国
童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 「童謡ｺﾝｻｰﾄ22」「童謡ｺﾝｻｰﾄ23」「手作り学校ｺﾝｻｰﾄ｣　他 全国
NAOTOﾗｲﾌﾞ NAOTO ﾗｲﾌﾞﾂｱｰ「for you」、 Reversible 2009 ～Concert side～ 全国
中島みゆき「夜会」 中島みゆき Vol.15「元祖・今晩屋」、Vol.16「本家・今晩屋」 東京、大阪
夏川りみｺﾝｻｰﾄ＆ｲﾍﾞﾝﾄ 夏川りみ ﾃﾞﾋﾞｭｰ10周年「夏川りみと唄者たち」「太陽・月・風」　他 全国
ﾊﾟｸ･ﾖﾝﾊ5周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ ﾊﾟｸ･ﾖﾝﾊ Beautiful days 1873 埼玉
浜崎あゆみｺﾝｻｰﾄ 浜崎あゆみ AREANA　TOUR　2009　NEXT　LEVEL 全国
氷川きよしｺﾝｻｰﾄ 氷川きよし ｽﾍﾟｼｬﾙｺﾝｻｰﾄきよしこの夜vol.8、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 全国
久石譲ｺﾝｻｰﾄ 久石譲　他 Orchestra Concert 2009 Minima   Rhythm 全国
藤井ﾌﾐﾔｺﾝｻｰﾄ 藤井ﾌﾐﾔ ﾂｱｰ「F's CINEMA」、ｲﾍﾞﾝﾄ、「SPECIAL LIVE CORE Ⅱ」 全国
松任谷由実ｺﾝｻｰﾄ 松任谷由実 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「TRANSIT」、Surf&Snow in Naeba Vol.2９ 全国
MISIAｺﾝｻｰﾄ MISIA 「DISCOTHEUE ASIA」 全国
諸星和己コンサート&ｲﾍﾞﾝﾄ 諸星和己 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、FCｲﾍﾞﾝﾄ 全国
矢沢永吉ｺﾝｻｰﾄ 矢沢永吉 E.YAZAWA 2009 Rock'n Roll 、ｳｫｰﾀｰｴｲﾄﾞﾌｪｽ、夏ﾌｪｽ 全国
山下達郎ｺﾝｻｰﾄ 山下達郎 ｺﾝｻｰﾄ　Performance 2008～2009 全国
YUIｺﾝｻｰﾄ YUI 3rd Tour 「I' LOVE YESTERDAY」 全国



２００９年度　年間ステージ総数（１,６４０）
No.2

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
吉井和哉ｺﾝｻｰﾄ 吉井和哉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「宇宙一周旅行」　他 大阪、札幌、東京
RAIN　JAPAN　ﾌｧﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ　2009 RAIN ｺﾝｻｰﾄ 東京
渡辺美里ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 美里祭り、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
和田ｱｷ子ｺﾝｻｰﾄ 和田アキ子 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 東京
暁の誓い 萩野崇、弓削智久　他 芝居 東京
映画完成披露試写会 渡辺謙、唐沢寿明　他 「20世紀少年<最終章>ごくらの旗」「宇宙戦艦ﾔﾏﾄ復活篇」　他 東京
映画公開記念 のだめｵｰｹｽﾄﾗ ｺﾝｻｰﾄ 東京
　　のだめオーケストラコンサート最終楽章
鎌倉音楽祭 村田絵理子、竹林加寿子　他 鎌倉音楽祭　鶴舞200９ 鶴岡八幡宮
亀の恩返し ｽﾋﾟｯﾂ、KREVA、平井堅　他 ｺﾝｻｰﾄ 東京
ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ音楽の旅　民音45周年記念公演 各国舞踏家 「青年ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ大王の道」 全国
CDｼｮｯﾌﾟ大賞　2009　授賞式 第一回 東京
渋谷音楽祭 渡辺美里、鳥山雄司　他 第４回 渋谷
滝沢演舞城2009 滝沢秀明　他 時代劇LIVEﾐｭｰｼﾞｶﾙ 演舞場
東京JAZZ　2009 矢野顕子、上原ひとみ　他 ﾗｲﾌﾞ 東京
地域伝統芸能祭り 第９回地域伝統芸能祭り200９ 東京
天才てれびくんMAX公開収録 天才てれびくんMAXｽﾍﾟｼｬﾙ 東京、神戸
中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 「ﾏｯｽﾙ八犬伝」「ﾏｯｽﾙﾏｯｽﾙ」 東京、大阪
新潟市中学校音楽鑑賞教室 鑑賞会 新潟
二代目林家三平襲名披露 林家三平 襲名披露 東京
ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ高円宮牌ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ　ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ大会 東京
見延山五重塔落慶・ 「慶　YOROKOBI」 山梨
　　山梨放送開局55周年記念ｺﾝｻｰﾄ
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2009」ｰいのちの旅ｰ宝田明　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 全国
山城組「春祭り」 ｲﾍﾞﾝﾄ 東京
ﾛｰﾄ製薬100周年ｲﾍﾞﾝﾄ 「未来への歌の贈り物」 東京
a-nation avex SUMMER FESTA 200９ 浜崎あゆみ、倖田來未　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　a-nation 全国
FM802　STILL　20　Special Live Radio Magic 大阪
J-WAVE　 ｺﾝｻｰﾄ 、「LIVE　AUTUMN」 東京
MUSICAL SPECIAL LIVE 尚美ﾐｭｰｼﾞｶﾙ学科卒業公演 東京
Soul Pawer 200９ Soul Pawer なにわ　Tokyo Summit 大阪
UNIVERSAL MUSIC ｺﾝｻｰﾄ 葉山
　　　SUMMER EXPRESS 2009 

　　［その他］　 HOUND　DOG、ﾏｲｱ･ﾊﾞﾙｰ、きよこ、矢野顕子、茉奈佳奈、Sandii、松本俊明、松下奈緒、青島広志、MayDay、RYTHEM
　　　　　　　　　 剛紫、小泉今日子、surface、Judy Ong、大貫妙子、一青窈、松下奈緒、Pｌastic Tree、D-BOYS、織田哲郎　他



２００８年度 年間ステージ総数（１，５２５）
No.1

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
ありがとう！ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ 郷ひろみ、鈴木雅之　他 ありがとう！ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙ 大阪
ABBA　GOLD ABBA ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
五木ひろし公演 五木ひろし　他 御園座、明治座、ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
稲垣潤一ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 稲垣潤一 ｱｺｰｽﾃｨｯｸﾂｱｰ、ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国、ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ
井上陽水ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 井上陽水 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
SS501ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ SS501 JAPAN　TOUR 東京、大阪
image 葉加瀬太郎　他 「live image ７　sept」「天然美香ｼﾞｬｽﾐﾝ茶-ﾌﾟﾚﾐｱﾑｰ」 全国
X-TRAIL JAM FLOW　他 X-TRAIL JAM in TOKYO DOME 東京
おかあさんといっしょ 横山だいすけ、三谷たくみ　他 ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 全国
Keali'I Reichel　ﾗｲﾌﾞ Keali'I Reichel KUHAHI 2008　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾂｱｰ 東京、大阪
佐藤竹善ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ＆ｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善 「INDIGOなｳﾀﾁﾞｶﾗ」「closs your fingers 12」　他 全国
女子十二楽坊ｺﾝｻｰﾄ 女子十二楽坊 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ、ﾄｸﾔﾏｲﾍﾞﾝﾄ 全国
高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄ「Swing Heart」 全国、N.Y
TUBEｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ TUBE LIVE AROUND 2008「YOUBEST」「Paradiso」、fanclub　meeting 全国
東方神起ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 東方神起 3rd LIVE TOUR、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 「童謡ｺﾝｻｰﾄ21」「童謡ｺﾝｻｰﾄ22」「手作り学校ｺﾝｻｰﾄ｣ 全国
中島みゆき「夜会」 中島みゆき VOL.15 東京
夏川りみｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ＆ｲﾍﾞﾝﾄ 夏川りみ ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「歌さがしの旅2008・2009」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
馬場俊英ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 馬場俊英 LIVE　TOUR　2008　SUMMER ～明日のﾜﾙﾂを踊りましょう～　他 全国
氷川きよしｺﾝｻｰﾄ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 氷川きよし ｽﾍﾟｼｬﾙｺﾝｻｰﾄきよしこの夜vol.７、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
一青窈ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 一青窈 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「Key~Talkie Doorkey」、「Look You Up!」 他 全国、台湾
藤井ﾌﾐﾔｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 藤井ﾌﾐﾔ FUMIYA　FUJII　LOVE　200８ 全国
船橋さざんか少年少女合唱団 船橋さざんか少年少女合唱団 25周年記念公演 船橋
久石譲ｺﾝｻｰﾄ 久石譲　他 　 全国
松任谷由実ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 松任谷由実 Surf&Snow in Naeba Vol.2７、ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ 苗場、東京
MISIAｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ MISIA 「EIGHTH WORLD」「Africa Benefit Live Yokohama」 全国
矢井田　瞳ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 矢井田　瞳 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「COLOROCK LIVE 2008」 全国
山下達郎ｲﾍﾞﾝﾄ 山下達郎 ｲﾍﾞﾝﾄ 東京、大阪
矢野顕子ﾘｻｲﾀﾙ 矢野顕子 ﾘｻｲﾀﾙ 全国
YUIｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ YUI 3rd Tour 「I' LOVE YESTERDAY」 全国
吉井和哉ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 吉井和哉 Dragon head Miracle tour　他 全国
渡辺美里ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ､ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 美里祭り、ｺﾝｻｰﾄ、ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
和田ｱｷ子ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 和田アキ子 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 東京、N.Y
鎌倉音楽祭 一青窈、稲垣潤一　他 鎌倉音楽祭　鶴舞2008 鶴岡八幡宮
四川大地震救済ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ ｲﾙｶ、ｸﾐｺ、吉田美奈子　他 My Favorit Songs～私の好きなあの歌を～ 東京
第３回渋谷音楽祭 吉川忠英、川嶋あい　他 音楽祭 渋谷
宝塚OGによるﾗﾃﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰ 宝塚ＯＧ ラ　フィエスタ「ラティーナ」 全国
地域伝統芸能祭り 第８回地域伝統芸能祭り2008 東京

２００８年度 年間ステージ総数（１，５２５）



No.2
タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場

東京JAZZ　2008 FRENCE JAZZ ﾗｲﾌﾞ 東京
   QUARTER ALL STARS 他

中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾏｯｽﾙﾋﾟｯｸ 中村ｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾏｯｽﾙﾋﾟｯｸ 全国
平安神宮　月夜の宴 ｷﾏｸﾞﾚﾝ、一青窈　他 平安神宮　月夜の宴　2008 京都平安神宮
山城組「ｹﾁｬ祭り 07」「春祭り」 ｲﾍﾞﾝﾄ 東京
ﾔﾏﾊｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ 発表会 茅ヶ崎
AND1 Mix Tape Tour ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 東京、大阪
Augasta Camp 2008 杏子、ｽｶﾞｼｶｵ、ｽｷﾏｽｲｯﾁ　他 10th Anniversary 埼玉、大阪
a-nation avex SUMMER FESTA 2008 浜崎あゆみ、倖田來未　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　a-nation 全国
J-WAVE+2008 ｺﾌﾞｸﾛ、大塚愛　他 ｺﾝｻｰﾄ 東京
Soul Pawer 2008 鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｯﾂ　他 Soul Pawer なにわ　Tokyo Summit 大阪
TREASURE　０５X UVERwarld、ﾚﾐｵﾛﾒﾝ　他 TREASURE　０５X　with ZIP-FM 豊田
ｵﾍﾟﾗ｢源氏物語｣ 柴山昌宣、佐藤泰弘　他 「源氏物語」 山形
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「SWING」 SWING 全国
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「SHOW店街組曲」 中山秀征　他 SHOW店街 東京
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ2008」ｰいのちの旅ｰ宝田明、佐藤瑠花　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 北海道、東京、大阪

　　［その他］　 鈴木雅之・ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｱｷ、ｱﾌﾞﾗｰｽﾞ、surface、織田哲郎、IKKO、上原ひとみ、hitomi、諸星和己、奥華子、
                   織田裕二、椎名へきる、bird、中孝介、音楽畑、kiroro、KIYOKO 、RYTHEM、中条きよし、加古　隆、　他



２００７年度 年間ステージ総数（１，２４７）

タ　　イ　　ト　　ル 出　　　演　　　者 内　　　　　　　　　　容 会　　　場
松任谷由実ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 松任谷由実 Surf&Snow in Naeba Vol.26、ｼｬﾝｸﾞﾘﾗⅢ 全国、苗場、逗子
井上陽水ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 井上陽水 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
矢沢永吉ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 矢沢永吉 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「THE REAL」、ｲﾍﾞﾝﾄ 全国
五木ひろし公演 五木ひろし　他 御園座、明治座、ｸﾘｽﾏｽﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
MISIAｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ MISIA THE TOUR OF MISIA 2007 ASCENSION　他 全国
第５５回民間放送全国大会式典 式典 東京
ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 吉永小百合 第２回「ﾋﾛｼﾏ･ﾅｶﾞｻｷ･沖縄」 東京
中島みゆきｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 中島みゆき ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 東京
m-floｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ m-flo 春ﾂｱｰ、TOUR2007 「COSMICOLOR」～m-flo loves Ameba～　全国
佐藤竹善ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ&ｺﾝｻｰﾄ 佐藤竹善 TANDOKU TOUR「Welcome to my room Vol.2」 他 全国
矢井田　瞳ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 矢井田　瞳 ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ「IT'S A NEW LIVE 2007」 全国
YOSHIIｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ YOSHII GENIUS INDIA TOUR 2007 全国
高橋真梨子ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 高橋真梨子 ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ、ｺﾝｻｰﾄ「優美彩唱」 全国
image 葉加瀬太郎　他 live image 6 全国
おかあさんといっしょ いまいゆうぞう、はいだしょうこ 他ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 全国
渡辺美里ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ､ｺﾝｻｰﾄ 渡辺美里 Xmas2006、「みだれ髪」、夏ｲﾍﾞﾝﾄ　他 全国
DISNEY CHANNEL MUSIC PARTY UVERworld DISNEY CHANNEL MUSIC PARTY 東京
X-TRAIL JAM 赤坂泰彦　他 X-TRAIL JAM in TOKYO DOME 東京
大阪芸術大学ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄ 北村英治、北柳ゆき 大阪芸術大学ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎﾟｯﾌﾟｽｺﾝｻｰﾄJAZZ&POPS 2007、演奏会大阪
倖田來未ｺﾝｻｰﾄ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 倖田來未 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ9、ｲﾍﾞﾝﾄ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 全国
童謡ｺﾝｻｰﾄ 、学校ｺﾝｻｰﾄ 由紀さおり・安田祥子 童謡2000回記念 全国
氷川きよしｺﾝｻｰﾄ、ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 氷川きよし ｽﾍﾟｼｬﾙｺﾝｻｰﾄきよしこの夜vol.6、ﾃﾞﾋﾞｭｰ8周年記念ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ全国
地域伝統芸能祭り 第７回地域伝統芸能祭り2007 東京
女子十二楽坊ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 女子十二楽坊 世界巡廻音楽会　日本公演 全国
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「SHOW店街」 中山秀征　他 SHOW店街 東京
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「OUT OF ODER　偉人伝心」 ｺﾞﾙｺﾞ松本、遠藤雄弥　他 「OUT OF ODER　偉人伝心」 東京、大阪
藤井フミヤｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 藤井ﾌﾐﾔ CONCERT TOUR 2007 ART ROCK 全国
米米CLUBｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ 米米CLUB Summer Event、再々感激祭「ﾎﾝﾄﾏﾂﾘ編」　 全国
TUBEｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ TUBE LIVE AROUND 2007、fanclub　meeting 全国
a-nation avex SUMMER FESTA 200７ 浜崎あゆみ、倖田來未　他 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ　a-nation 全国
LIVE in EXPO 70 「風に吹かれて」 Skoop On Somebody　他 ｺﾝｻｰﾄ 大阪
BoAｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ BoA ARENA TOUR 2007～MADE IN TWENTY(20)～ 全国
2007 The Show NewYork～NewYork 宝塚ＯＧ ｺﾝｻｰﾄ 全国
FM802ｲﾍﾞﾝﾄ 「生きて泳げ涙は後ろへ流せ」 Special Revue 大阪
ABBA　GOLD ABBA ｺﾝｻｰﾄ 東京
ミュージカル「ブルックリン」 伴 都美子、マルシア　他 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 東京、大阪
ｿｳﾙﾊﾟﾜｰ東京・なにわｻﾐｯﾄ 鈴木雅之 他 ｿｳﾙﾊﾟﾜｰﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 東京、大阪
ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「葉っぱのﾌﾚﾃﾞｨ」－いのちの旅－ 春原早希、佐藤瑠花 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 全国
豊田市ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ開館９周年ﾊﾞｰｽﾃﾞｲｺﾝｻｰﾄ ｺﾝｻｰﾄ 大阪



J-WAVE+2007 EXILE 他 ｺﾝｻｰﾄ 東京
ｵｰｶﾞｽﾀｷｬﾝﾌﾟ 杏子、山崎まさよし　他 ｺﾝｻｰﾄ 埼玉
山城組「ｹﾁｬ祭り 07」 ｲﾍﾞﾝﾄ 東京
M.Net Japan ｲﾍﾞﾝﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ 東京
ひばり児童合唱団定期演奏会 ひばり児童合唱団 65周年定期演奏会 東京
AND1 Mix Tape Tour ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞ-ﾙ 東京、大阪
てるてるいのち第１章 湘南乃風　他 難病「ムコ多糖症」への支援を呼びかけるライブイベント 神奈川
ｻﾝﾄﾘｰｶﾞﾗｺﾝｻｰﾄ ｶﾞﾗｺﾝｻｰﾄ 東京
東京JAZZ　2007 ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ･ｵｰｹｽﾄﾗ　他 ﾗｲﾌﾞ 東京
戸田市民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「The River/二本の櫂」 戸田市民 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 埼玉
ﾔｸﾙﾄ国際大会2007 式典 福岡
第２回渋谷音楽祭 甲斐よしひろ　他 音楽祭 東京
大御所ｽﾀｲﾙﾌｪｽﾀ「Oh!Go!show!」 大御所四百年祭ﾒｲﾝｲﾍﾞﾝﾄ 静岡
「千手観音-My夢Dream-」 中国障害者芸術団 First Tour 2007 全国

　　［その他］　 和田ｱｷ子、矢野顕子、夏川りみ、hitomi、東方神起、松たか子、諸星和己、佐藤竹善、一青　窈、Inspi、椎名へきる、織田哲朗、bird、
                    音楽畑、ABBA、宮本文昭、鈴木雅之、久石譲、 Keali'I Reichel、新垣結衣、馬場俊英、稲垣潤一、中条きよし、加古　隆、　他
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