
都道府県 会場名称

札幌市教育文化会館　大ホール
札幌　道新ホール
ニトリ文化ホール（さっぽろ芸術文化の館）
札幌コンサートホールＫｉｔａｒａ大ホール
札幌コンサートホールＫｉｔａｒａ小ホール
釧路市民文化会館　大ホール

青森県 リンクステーションホール青森　大ホール
岩手県民会館　大ホール
北上市文化交流センター　さくらホール　大ホール
盛岡市民文化ホール　大ホール
仙台電力ホール
東京エレクトロンホール宮城
仙台市シルバーセンター
東北大学川内萩ホール
仙台銀行ホール　イズミティ２１　大ホール
トークネットホール仙台　大ホール
トークネットホール仙台　小ホール
日立システムズホール仙台　シアターホール
日立システムズホール仙台　コンサートホール
名取市文化会館　大ホール
名取市文化会館　中ホール
仙台サンプラザホール
えずこホール（仙南芸術文化センター）　大ホール

秋田県 秋田県民会館
やまぎんホール（山形県県民会館）
山形テルサホール
郡山市民文化センター　大ホール
郡山女子大学　建学記念講堂

ノバホール
結城市民文化センターアクロス　大ホール
茨城県立県民文化センター　大ホール
栃木県総合文化センターメインホール
宇都宮市文化会館　大ホール
伊勢崎市文化会館　大ホール
ベイシア文化ホール（群馬県民会館）大ホール
群馬音楽センター
桐生市市民文化会館　シルクホール
プラザイースト
プラザウエスト　さくらホール
さいたま市文化センター　大ホール
さいたま市文化センター　小ホール
さいたま市民会館いわつき
さいたま市民会館おおみや　大ホール
さいたま市民会館おおみや　小ホール
さいたま市民会館うらわ
戸田市文化会館　ホール
大里生涯学習センター「あすねっと」　文化ホール
彩の国さいたま芸術劇場　大ホール
彩の国さいたま芸術劇場　小ホール
彩の国さいたま芸術劇場　音楽ホール
川口総合文化センター　リリア４階・音楽ホール
川口総合文化センター　リリア　メインホール
ミューズ　アークホール
ミューズ　マーキーホール
埼玉会館　小ホール
埼玉会館　大ホール
大宮ソニックシティ　大ホール
和光市民文化センター　サンアゼリア　大ホール

埼玉県

山形県

【北海道】

【東北】

【関東】

群馬県

北海道

岩手県

宮城県

福島県

栃木県

茨城県
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行田市産業文化会館
東松山市民文化センター
森のホール２１　大ホール
森のホール２１　小ホール
舞浜アンフィシアター
千葉県東総文化会館　大ホール
市川市文化会館　大ホール
千葉県文化会館　大ホール
君津市民文化ホール　中ホール
習志野文化ホール
市原市市民会館　大ホール
君津市民文化ホール　大ホール
めぐろパーシモンホール　大ホール
めぐろパーシモンホール　小ホール
ＡｉｉＡ　Ｔｈｅａｔｅｒ　Ｔｏｋｙｏ
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ　オーチャードホール
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ　シアターコクーン
ＨＡＫＵＪＵ　ＨＡＬＬ（渋谷区富ヶ谷）
ＮＨＫホール
国立演芸場
ＴＨＥＡＴＲＥ　１０１０
イイノホール
オリンパスホール八王子
かつしかシンフォニーヒルズ　アイリスホール
かつしかシンフォニーヒルズ　モーツァルトホール
かめあり　リリオホール
サンシャイン劇場
日本橋公会堂
サントリーホール　大ホール
シアターＧロッソ
シアターグリーン　ＢＩＧ　ＴＲＥＥ　ＴＨＥＡＴＥＲ
シアタークリエ
シアターサンモール
シアタートラム（小劇場）
すみだトリフォニーホール　大ホール
たましんＲＩＳＵＲＵ（立川市市民会館）大ホール
ティアラこうとう　大ホール
トッパンホール
なかのＺＥＲＯ　大ホール
パルテノン多摩　大ホール
パルテノン多摩　小ホール
マウントレーニアホール　渋谷プレジャープレジャー
メルパルクホール（東京郵便貯金ホール）
ヤマハホール
日本橋社会教育会館ホール
よみうりホール
よみうり大手町ホール
ルネこだいら（小平市民文化会館）　大ホール
観世能楽堂
虎ノ門ＪＴアートホールアフィニス
紀伊國屋サザンシアター　ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ
紀伊國屋ホール
紀尾井ホール
紀尾井小ホール
吉祥寺シアター
宝生能楽堂
銀座ブロッサム（中央会館）
深川江戸資料館
国立劇場　大劇場
国立劇場　小劇場
国立能楽堂
三越劇場
ＩＨＩステージアラウンド東京

埼玉県

東京都

千葉県
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セルリアンタワー能楽堂
上野学園　石橋メモリアルホール
新橋演舞場
渋谷区文化総合センター大和田
ＣＢＧＫシブゲキ！！
新国立劇場　中劇場
新宿文化センター　大ホール
杉並公会堂
世田谷パブリックシアター
成城ホール
星陵会館ホール
西新井文化ホール（ギャラクシティ）
ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター
赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲ
浅草公会堂
草月ホール
第一生命ホール
中野サンプラザホール
調布市グリーンホール　大ホール
帝国劇場
天王洲　銀河劇場
東急シアターオーブ
座・高円寺２
東京グローブ座
東京芸術劇場　コンサートホール
東京芸術劇場　プレイハウス
三鷹市芸術文化センター　風のホール
東京国際フォーラム　ホールＡ
東京国際フォーラム　ホールＣ
東京文化会館大ホール
東京文化会館小ホール
東京藝術大学　奏楽堂（大学構内）
日経ホール
日生劇場
調布市文化会館たづくり　くすのきホール
日本青年館ホール
俳優座劇場
博品館劇場
八王子市芸術文化会館　いちょうホール　大ホール
浜離宮朝日ホール
府中の森芸術劇場　どりーむホール
武蔵村山市民会館　大ホール
文京シビックホール　大ホール
文京シビックホール　小ホール
豊島区立舞台芸術交流センターあうるすぽっと
北沢タウンホール
本多劇場
明治座
練馬文化センター　大ホール
横浜にぎわい座　芸能ホール
横浜みなとみらいホール　小ホール
横浜みなとみらいホール　大ホール
川崎市教育文化会館
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
よこすか芸術劇場
テアトロ　ジーリオ　ショウワ
横浜市市民文化会館関内ホール　大ホール
ミューザ川崎シンフォニーホール
神奈川県民ホール　小ホール
神奈川県民ホール　大ホール
神奈川県立音楽堂
茅ヶ崎市民文化会館　大ホール
かなっくホール

東京都

神奈川県
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川崎市麻生市民館
サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
カルッツかわさき　川崎市スポーツ・文化総合センター
ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場　ホール
ＫＡＡＴ神奈川芸術劇場　大スタジオ
鎌倉芸術館　大ホール
相模女子大学グリーンホール　大ホール
ハーモニーホール座間　大ホール
杜のホールはしもと　

山梨県 コラニー文化ホール　大ホール

りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館　コンサートホール
りゅーとぴあ　新潟市民芸術文化会館　能楽堂
りゅーとぴあ　新潟市民芸術文化会館　劇場
新潟市音楽文化会館
長岡リリックホール　コンサートホール
新潟県民会館　大ホール
魚沼市小出郷文化会館　大ホール
魚沼市小出郷文化会館　小ホール

富山県 オーバード・ホール（富山市芸術文化ホール）
石川県立音楽堂　コンサートホール
本多の森ホール

福井県 ハーモニーホールふくい　小ホール
長野県伊那文化会館　大ホール　
ホクト文化ホール　大ホール
ホクト文化ホール　中ホール
軽井沢大賀ホール
キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）　大ホール
まつもと市民芸術館　実験劇場
ザ・ハーモニーホール松本市音楽文化ホール　主ホール
長野市芸術館　メインホール
上田市交流文化芸術センター　大ホール

バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール
長良川国際会議場
静岡市清水文化会館（マリナート）　大ホール
静岡市民文化会館　大ホール
静岡市民文化会館　中ホール
アクトシティ浜松　大ホール
しらかわホール
愛知県芸術劇場コンサートホール
名鉄ホール
中日劇場
電気文化会館　ザ　コンサートホール
宗次ホール
名古屋市公会堂
名古屋市青少年文化センター・アートピア
名古屋国際会議場センチュリーホール
日本特殊陶業市民会館　フォレストホール
日本特殊陶業市民会館　ビレッジホール
刈谷市総合文化センター　大ホール
名古屋能楽堂

三重県 三重県文化会館　大ホール

びわ湖ホール　大ホール
びわ湖ホール　中ホール
びわ湖ホール　小ホール

神奈川県

【関西】

岐阜県

【北信越】

【東海】

新潟県

石川県

長野県

静岡県

愛知県

滋賀県
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京都劇場
宇治市文化センター大ホール
京都府立文化芸術会館
京都四條　南座
京都コンサートホール大ホール
ロームシアター京都　メインホール
ロームシアター京都　サウスホール
文化パルク城陽　プラムホール
オリックス劇場
堺市民会館　大ホール
サンケイホールブリーゼ
グランキューブ大阪（大阪国際会議場）メインホール
梅田芸術劇場　メインホール
ザ・シンフォニーホール
シアター・ドラマシティ
大阪松竹座
森ノ宮ピロティホール
ザ・フェニックスホール
大阪能楽会館
フェスティバルホール
メルパルクＯＳＡＫＡ
いずみホール
国立文楽劇場
阿倍野区民センター　小ホール
和泉シティプラザ　弥生の風ホール
岸和田市立　浪切ホール　大ホール
ＮＨＫ大阪ホール
大槻能楽堂
宝塚大劇場
神戸国際会館　こくさいホール
神戸文化ホール　大ホール
神戸文化ホール　中ホール
ピッコロシアター　大ホール
宝塚バウホール
兵庫県立芸術文化センター　ＫＯＢＥＬＣＯ大ホール
兵庫県立芸術文化センター　阪急　中ホール
兵庫県立芸術文化センター　神戸女学院小ホール
伊丹アイフォニックホール
新神戸オリエンタル劇場
神戸新聞松方ホール
丹波の森公苑　ホール
明石市民会館大ホール（アワーズホール）

奈良県 かしはら万葉ホール「ロマントピアホール」
和歌山県 和歌山市民会館　大ホール

米子コンベンションセンター　多目的ホール
とりぎん文化会館　梨花ホール
島根県民会館　大ホール
島根県民会館　中ホール
松江市総合文化センター　プラバホール
岡山市民会館
倉敷市玉島文化センター
倉敷市民会館
倉敷市芸文館
広島ＪＭＳアステールプラザ　大ホール
広島ＪＭＳアステールプラザ　中ホール
広島上野学園ホール
ふくやま芸術文化ホール　リーデンローズ　大ホール
はつかいち文化ホールさくらぴあ　大ホール
三原市芸術文化センター　ポポロ
呉市文化ホール
広島文化学園ＨＢＧホール（広島市文化交流会館）
広島国際会議場　フェニックスホール

広島県

【中国】

島根県

岡山県

鳥取県

京都府

大阪府

兵庫県
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下関市民会館　大ホール
スターピアくだまつ
周南市文化会館
防府市地域交流センター　アスピラート音楽ホール
山口市民会館　大ホール

徳島県 鳴門市文化会館
レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール
レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール
サンポートホール高松　大ホール
愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）メインホール
愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール）サブホール
松山市総合コミュニティセンター　キャメリアホール
松山市民会館大ホール
西条市総合文化会館　大ホール
高知県民文化ホール（オレンジホール）
高知県立県民文化ホール（グリーンホール）
のいちふれあいセンター　サンホール
高知市文化プラザ　かるぽーと　大ホール

宗像ユリックス　イベントホール
キャナルシティ劇場
ももちパレス　大ホール
西鉄ホール
福岡サンパレス　ホテル＆ホール
ＦＦＧホール
都久志会館
北九州芸術劇場　大ホール
北九州芸術劇場　中劇場（リバーウォーク北九州６Ｆ）
福岡国際会議場メインホール
福岡市民会館　大ホール
久留米シティプラザ　ザ・グランドホール
アクロス福岡シンフォニーホール
アルモニーサンク　北九州ソレイユホール
鳥栖市民文化会館　大ホール
佐賀市文化会館　大ホール
アルカスＳＡＳＥＢＯ　大ホール
長崎市民会館
ｎｃｃ＆スタジオ
佐世保市民会館
長崎ブリックホール　大ホール
熊本県立劇場　コンサートホール
熊本県立劇場　演劇ホール
市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
ｉｉｃｈｉｋｏ総合文化センター　グランシアタ
Ｊ：ＣＯＭ　ホルトホール大分　大ホール
ビーコンプラザ　フィルハーモニアホール
メディキット県民文化センター　演劇ホール
宮崎市民文化ホール　大ホール
メディキット県民文化センター　アイザックスターンＨ
都城市総合文化ホール　中ホール
都城市総合文化ホール　大ホール
鹿児島市民文化ホール　第１ホール
鹿児島市民文化ホール　第２ホール
長島町文化ホール
宝山ホール　鹿児島県文化センター
霧島市民会館
みやまコンセール（霧島国際音楽ホール）　主ホール
沖縄コンベンションセンター　劇場
宜野座村文化センター　がらまんホール沖縄県

宮崎県

鹿児島県

【四国】

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

【九州・沖縄】

山口県

香川県

愛媛県
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