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№ 演目名 劇   場 取り扱い日程 中止または延期 備考

1 エリーナ・ガランチャ　リサイタル2020 すみだトリフォニーホール 5/28（木） 中止

2 綾戸智恵　ＬＩＶＥ　2020 新宿文化センター 4/11（土） 中止

3 コロッケコンサート 中野サンプラザホール 3/21（土） 中止 延期公演も行わない

4 ねじまき鳥クロニクル 東京芸術劇場　プレイハウス 2/13～2/28 中止（2/28）

5 新派特別公演　八つ墓村 新橋演舞場 2/18～2/28 中止（2/28）

6 劇団四季ミュージカル「キャッツ」 キャッツ・シアター 2/7～2/26 中止（2/27～3/8）

7 ピサロ ＰＡＲＣＯ劇場 3/18～3/29 中止（3/18～19、3/28～29）

＜民音マンスリーガイド３月号掲載分＞

№ 演目名 劇   場 取り扱い日程 中止または延期 備考

1 あの素晴らしい歌をもう一度コンサート 東京国際フォーラム・ホールＡ 3/15（日） 中止

2 東京バレエ団「ラ・シルフィード」 東京文化会館　大ホール 3/21～3/22 開催

3 古今狂言会 宝生能楽堂 3/7（土） 中止

4 カイダ　デル　シエロ 日本青年館ホール 3/7（土） 中止

5 有頂天作家 新橋演舞場 3/13～3/26 中止

6 三月大歌舞伎 歌舞伎座 3/4～3/12 中止

7 三月花形歌舞伎 明治座 3/3～3/24 中止

8 舟木一夫　シアターコンサート 新橋演舞場 3/4～3/7 中止

9 ヴォイス・オブ・ウエストエンド Bunkamura　オーチャードホール 3/5～3/7 中止 延期公演も行わない

10 ピサロ ＰＡＲＣＯ劇場 4/8～4/18 中止

11 星の大地に降る涙 舞浜アンフィシアター 3/11～3/29 中止（3/11～19、3/28～29） 3/27は実施

12 サンセット大通り 東京国際フォーラム・ホールＣ 3/17～3/27 3/19迄 中止

13 アナスタシア 東急シアターオーブ 3/13～3/27 中止（3/1～8、3/13～19） 3/9、10、11は実施

14 きらめく星座 紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA 3/6～3/12 中止（3/5～8） 10日より再開

3/1～3/24 中止（3/15～19）一部振替 一部振替公演あり

16 ルミネ ｔｈｅ よしもと　土日祝公演 ルミネｔｈｅよしもと 3/8～3/28 3/31迄中止

＜民音マンスリーガイド４月号掲載分＞

№ 演目名 劇   場 取り扱い日程 中止または延期 備考

1 観世会荒磯能 観世能楽堂 ４/９（木）

7月9日に延期
※感染予防対策のため、座席を左右１席ずつ空けてお座
り頂くようになります。
当日12：00より受付にて、新たな座席券と振り替えさせ
て頂きますので、お手元のチケットを必ずご持参のうえ
ご来場ください。

振替日
7月9日（木）13：00

2 萬狂言　春公演 国立能楽堂 ４/１９（日） 中止

3 フジコ・ヘミング　ピアノソロ　コンサート 横浜みなとみらいホール 大ホール ４/２４（金） 11月13日に延期
振替日
11月13日（金）13：30

4 リチャード・クレイダーマン２０２０ Bunkamura　オーチャードホール ５/９（土） 中止

5 東京バレエ団　ベートーヴェン「第九」 東京文化会館　大ホール 4/25-4/29 中止

6 四月大歌舞伎 新橋演舞場 4/3-4/14 中止

7 赤坂大歌舞伎「怪談　牡丹灯籠」 ＴＢＳ赤坂ＡＣＴシアター 5/5-5/20 中止

8 ミュージカル「ボディガード」 東急シアターオーブ 4/8-4/17 中止

9 ウエスト・サイド・ストーリー IHIステージアラウンド東京 4/9-5/21 中止

10 佐渡島他吉の生涯 ＰＡＲＣＯ劇場 5/16-5/29 中止

11 新　陽だまりの樹 東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ　ＨＡＬＬ 4/7-4/17 中止

12 それいけ！アンパンマン　ミュージカル 文京・川崎・川口・相模・市川 4/25-5-17 中止

13 ザ・グレイテスト歌舞伎ショー「王と花魁」 なかのZEROホール 5/27-5/30 中止

14 ミュージカル　チェーザレ 明治座 4/14-5/2 中止

15 ミュージカル「VIOLET」 東京芸術劇場プレイハウス 4/8-4/21 中止

16 ＥＡＳＴ　ＭＥＥＴＳ　ＷＥＳＴ　２０２０ Bunkamura　オーチャードホール 3/28～3/29 中止

17 Ｎ響オーチャード定期 Bunkamura　オーチャードホール 4/29（水） 中止

18 ルミネ ｔｈｅ よしもと　土日祝公演 ルミネｔｈｅよしもと 4/4-4/19 中止

15 桂文珍　国立劇場２０日間独演会 国立劇場　大劇場
＜振替対象公演＞
3月5日（木）開演14:00⇒3月20日（金・祝）開演18:30　ゲスト：柳家花緑
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＜テーマパーク他＞

№ 演目名 劇   場 取り扱い日程 中止または延期 備考

1 サンシャイン水族館 サンシャイン水族館 ～3/31

6月8日より営業再開

★7月9日以降のご入場に際しては混雑緩和のため事前に
水族館公式ＷＥＢサイトより「日時指定ＷＥＢ整理券」
を取得し、ご指定の日時に水族館入り口へお越しいただ
き、お手元のチケットと併せて「日時指定ＷＥＢ整理
券」をご提示ください。

ご不明な点につきましては公式ＨＰまたは下記に直接お
問い合わせの上、ご来場ください。

サンシャイン水族館：03(3989)3466

有効期限
2020年12月31日迄延長

2 東京ドームシティ得10チケット 東京ドームシティ ～3/31

6月1日より一部の施設・イベントを除き、十分な感染予
防対策を実施した上で営業を再開しております。
営業時間等、詳細につきましては下記に直接お問い合わ
せください。

東京ドームシティ　わくわくダイヤル：03(5800)9999

有効期限
2020年9月30日迄延長

※1月9日（土）～1月31日（日）までの休日営業日の閉園
時間は以下の通りとなります。

　　<変更前>19：00　→　<変更後>17：00

＊開園時間に変更はございません

※入場者数を制限するため、来場予約が必要となります

【来場予約の方法】
①公式ＨＰまたは公式アプリより、「ピューロランド
ファンクラブ」に会員登録（無料）します。

②会員登録後、ご希望日を来場予約すると「ＱＲコー
ド」が発行されます。（先着順となりますので、定員に
達した場合は受付終了）

③ご入場にはお手元のチケットと「来場予約ＱＲコード
（日付指定）」が必要となります。

*ＨＰに記載の「申し込み時の注意事項」をご確認のう
え、お申し込みください。

詳細につきましては公式ＨＰまたは下記に直接お問い合
わせください。

公式ＨＰ：https://www.puroland.jp/important/
サンリオピューロランドゲストセンター：042(339)1111

4 天空ノ鉄道物語
森アーツセンター
ギャラリー＆スカイギャラリー

～3/22 閉幕

＜映画＞

№ 作品名 当初公開日 備考

1 METライブビューイング 2月7日～6月11日

2 巡礼の約束 2月8日

3 ドラえもん 3月6日

4 シェイクスピアの庭 3月6日

5 ２分の１の魔法 3月13日

6 ドクター・ドリトル 3月20日

7 モルエラニの霧の中 3月21日

8 エジソンズ・ゲーム 4月3日

9 ステップ 4月3日

10 007ノー・タイム・トゥ・ダイ 4月10日

11 ムーラン 4月17日

12 名探偵コナン　緋色の弾丸 4月17日

13 ペトルーニャに祝福を 4月25日

、

3 サンリオピューロランド サンリオピューロランド ～9/30
有効期限

2021年3月31日迄延長

劇場での公開は中止

2021年4月より公開予定

岩波ホール休館につき本作品の上映は明年に延期

◆皆様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

◆今後、上記以外の公演につきましても、主催者より中止の連絡が入る可能性もありますので、お手数ですが最新の情報については

　各公式サイトでご確認いただきますようお願い申し上げます。

8月21日より公開予定

上映中

岩波ホール休館につき本作品の上映は明年に延期

上映中

上映中

2021年公開予定（月日未定）

変更後

上映終了

詳細は各劇場に
お問い合わせ下さい

上映終了

上映中

上映中


