2018年度 年間ステージ総数（１,579）
No.1
【 コンサートツアー 】
安室奈美恵

おかあさんといっしょファミリーコンサート

三大ヴァイオリニストコンサート

Def Tech

B1A4

絢香

小野大輔

THE ALFEE

東方神起

藤井フミヤ

嵐

CASIOPEA

THE IDOLM@STER

中島美嘉

松任谷由実

五木ひろし

kalafina

JUJU

中島みゆき

ももいろクローバーZ

井上陽水

Kis-My-Ft2

SING LIKE TALKING

夏川りみ

矢沢永吉

UVER world

kiroro

スター・ウォーズ in コンサート JAPAN TOUR

山下達郎

上原ひろみ

GRANRODEO

Super Junior D&E

南條愛乃

遊助

EXILE THE SECOND/TAKAHIRO

Goose house

高橋真梨子

日本演歌の夢祭り 2018

和田ｱｷ子

EXO

米米CLUB

TUBE

Nissy

M.S.S.P

さだまさし

TDR35周年記念コンサート

ララランド シネマコンサート2018

石丸幹二

清塚信也

Juice=Juice

久石 譲

由紀さおり

live image 18

許斐 剛

高見沢俊彦

Frirend's of Disney

夢のｷｬﾗｸﾀｰ大集合 2018

Wake Up,Girls!

佐藤竹善

竹内まりや

向谷 実

横山だいすけ

ガラピコぷ～がやってきた!!

SURFACE

ときめき♡宣伝部

Mayday

ワンワンまつり

関西ジャニーズJr.

SHINee

にほんごであそぼ

矢野顕子

ワンワンわんだーらんど

【 コンサート 】

［その他］ 織田哲郎、aiko、私立恵比寿中学、春奈るな、乃木坂46、、AKB48、HKT48、加古隆、Aimer、22/7、ラストアイドル、東山奈央、NCT127、androp、HYDE、澤野弘之、
青木隆治、 hide、 新妻聖子、加藤ミリヤ、村川梨衣、大橋彩香、古川雄輝、波多野渉、JO☆STARS、初音ミク、 龍 真咲、和央ようか
他

【朗

読

劇 】

音楽朗読劇 「Angel Fall」

SOUND THEATRE 「夏目友人帳 2018」

【 ミュージカル・芝居 】
アイ★チュウザ・ステージ2018

ALTAR BOYZ 2018

韓国ミュージカル「狂炎ソナタ」

テニスの王子様"DREAM LIVE" 2018

劇団ピュアーマリー「青い鳥」

【 スポーツイベン ト 】
B.LEAGUE CHANPIONSHIP ｵｰﾙｽﾀｰｹﾞｰﾑ 2018

【 式

B.LEAGUE CHANPIONSHIP FINAL

典 】

東京電力ホールディングス定時株主総会

avex定時株主総会

湘南オープン 2018

WWE 2018

【イ ベ ン ト 等】
タ

イ

No.２
ト

ル

アイカツ！シリーズ 5th フェスティバル！！
浅野瑞穂の舞世界「祈り」
イナズマロック フェス ２０１8
いわてJAZZ 2018
映画完成披露試写会
a-nation
SMTOWN LIVE 2018
OKINAWAまつり in 代々木公園
楽器フェア 2018
カーテンコールをもう一度！
芸能山城組「群芸公演スペシャル」2018
ZIP春フェス2018
G-SHOCK FAN FESTA
17th TOKYO JAZZ FESTIVAL
SOUL POWER TOKYO SUMMIT ２０１8
第42回 全国育樹祭
第69回 全国植樹祭ふくしま 2018
高崎音楽祭２０１８
第1８回地域伝統芸能まつり２０１８
DGS vs MOB Lives Survive
TREASURE0５X 2018
ねりま若者文化祭ライブパフォーマンス2018
BUZZ RHYTHM LIVE ’18
MUSIC STORM 2018

出

演

者

浅野瑞穂
UVERworld、欅坂46、西川貴教 他
ボブ・ジェームズトリオ 他
岡田准一、新垣結衣、山崎健人 他
浜崎あゆみ、TRF、EXO 他
f(x)、EXO、BoA、少女時代 他

金井克子、前田美波里、中尾ﾐｴ
E-girls、SPYAIR、チームしゃちほこ 他
KANA-BOON、SKY-HI 他
海外ｱｰﾃｨｽﾄ、渡辺貞夫 他
鈴木雅之、ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ 他

寺井尚子クインテット、渡辺真知子 他

内

容

テレビアニメ「アイカツ！」のフェスティバル
舞踏家・浅野瑞穂の舞世界
野外ロックﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
岩手のジャズフェスティバル
「散り椿」「劇場版コードブルー」「羊と鋼の森」「君の膵臓をたべたい」「ラプラスの魔女」 他
夏の野外ライブツアー
音楽フェスティバル
沖縄出身アーティストによるステージパフォーマンス
楽器総合イベント
レビュー
ガムラン演奏＆群芸「鳴神」
ZIP! 春の音楽イベント
G-SHOCKファン感謝祭
国内最大級のジャズフェスティバル
ソウルのイベント
森林・緑の祭典
国土緑化運動の中心的行事
高崎の音楽フェスティバル
地域伝統芸能祭り

MASOCHISTIC ONO BAND
ZOO THE ANNUAL PASSPORT 他

ラジオ番組「Dear Girls～Stories～」 のイベント
音楽フェスティバル

バカリズム、あいみょん 他

若手パフォーマーによるフェスティバル
日本テレビのライブイベント
ビクターエンタテインメントによるプレゼンテーションイベント

船橋さざんか少年少女合唱団創立35周年記念演奏会

創立記念演奏会

丸の内キッズジャンボリー2018
MUSICAL EXPRESS 2018

東京国際フォーラムによる子供のための参加体験イベント
尚美ミュージカル学科卒業公演

YANO MUSIC FSETIVAL～YAONのYANO Fss～
YAMAHAアンサンブルフェスティバル2018
LIVE SDD 2018
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2018

矢野博康、堂島孝平、土岐麻子 他
藤井フミヤ、TRF、荻野目洋子 他

音楽フェスティバル
エレクトーンフェスティバルとエレクトーンコンクール
飲酒運転の撲滅を誓う１０，０００人のライブ
クラシックの音楽祭

