
「松任谷由実 コンサートツアー 深海の街」全公演日程

第１期(2021年9月～12月)

開場/開演 一般発売 会場 都道府県 お問合せ

9月 30日 木 ※横須賀市の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を受け、

1日 金 一般発売中止

6日 水 17:45/18:30 森のホール21 大ホール 千葉

12日 火 17:45/18:30 川口総合文化センター・リリア メインホール 埼玉

18日 月 17:45/18:30 9月11日(土) 高崎芸術劇場 群馬 桐生音協　☎0277-53-3133

20日 水

21日 木

27日 水

28日 木

31日 日

1日 月

9日 火

10日 水

15日 月 17:30/18:30 9月18日(土) 倉敷市民会館 岡山
キャンディープロモーション岡山オフィス

☎086-221-8151

18日 木

19日 金

24日 水

25日 木

3日 金 17:30/18:30 10月2日(土) YCC県民文化ホール 大ホール 山梨
ホットスタッフ・プロモーション

☎03-5720-9999

13日 月

14日 火

17日 金 17:30/18:30 10月23日(土) 静岡市民文化会館 大ホール 静岡
サンデーフォークプロモーション静岡

☎054-284-9999

第２期(2022年3月～4月)

開場/開演 一般発売 会場 都道府県 お問合せ

2日 水 17:30/18:30 1月22日(土) 川商ホール第１(鹿児島市民文化ホール） 鹿児島

5日 土 17:30/18:30

6日 日 17:00/18:00

9日 水 17:30/18:30 1月22日(土) iichiko　グランシアタ 大分

18日 金

19日 土

21日 月 17:30/18:30 2月12日(土) リンクステーション青森 青森

25日 金

26日 土

29日 火

30日 水

2日 土 17:30/18:30

3日 日 17:00/18:00

6日 水 17:30/18:30 2月26日(土) コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール

9日 土

10日 日

15日 金

16日 土

22日 金

23日 土

第３期(2022年5月～7月)

開場/開演 一般発売 会場 都道府県 お問合せ

10日 火

11日 水

14日 土

15日 日

21日 土

22日 日

30日 月 17:30/18:30 4月23日(土) 愛媛県県民文化会館 メインホール 愛媛 デューク松山 ☎089-947-3535

4日 土

5日 日

9日 木 17:30/18:30 4月23日(土) 熊本城ホール メインホール 熊本

11日 土 17:30/18:30

12日 日 17:00/18:00

17日 金 17:30/18:30

18日 土 17:00/18:00

25日 土

26日 日

29日 水

30日 木

5日 火 17:30/18:30 6月18日(土)
姫路市文化コンベンションセンター

アクリエひめじ 大ホール

8日 金

9日 土

17:30/18:30

17:30/18:30

17:30/18:30

17:30/18:30

17:30/18:30

17:30/18:30

17:30/18:30

4月23日(土)

4月23日(土)

4月23日(土)

4月23日(土)

4月23日(土)

4月16日(土)

4月23日(土)

4月16日(土)

6月18日(土)

本多の森ホール

名古屋国際会議場 センチュリーホール

東京国際フォーラム ホールA

沖縄コンベンションセンター 劇場棟

福岡サンパレス

フェスティバルホール

東京国際フォーラム ホールA

フェスティバルホール

神戸国際会館こくさいホール

フェスティバルホール3月5日(土)

札幌文化芸術劇場 hitaru17:30/18:30 2月26日(土)

やまぎん県民ホール17:30/18:30 2月12日(土)

11月

11月6日(土)

神奈川よこすか芸術劇場

ホクト文化ホール

フェスティバルホール

名古屋国際会議場 センチュリーホール

17:30/18:30

17:30/18:30

公演日程

17:30/18:30

10月
17:30/18:30

17:15/18:30

17:30/18:30

9月11日(土)

9月18日(土)

10月2日(土)

9月25日(土)

9月25日(土)

9月11日(土)

9月18日(土)
TSS事業部

☎082-253-1010

サウンドクリエーター

☎06-6357-4400

サンデーフォークプロモーション

☎052-320-9100
12月

公演日程

横須賀芸術劇場 ☎046-823-9999

ホットスタッフ・プロモーション

☎03-5720-9999

キョードー北陸 ☎025-245-5100

キョードーインフォメーション

☎0570-200-888

サンデーフォークプロモーション

☎052-320-9100

キョードー横浜

☎045-671-9911

17:30/18:30 名古屋国際会議場センチュリーホール

長野

大阪

愛知

神奈川

広島

京都

愛知

17:30/18:30

神奈川県民ホール 大ホール

広島文化学園 HBGホール

ロームシアター京都 メインホール

福岡

岩手

神奈川

東京

キョードー西日本

☎0570-09-2424

キョードー東北

☎022-217-7788

キョードー横浜

☎045-671-9911

キョードー東京

☎0570-550-799

3月

福岡サンパレス1月23日(日)

岩手県民会館　大ホール17:30/18:30 2月12日(土)

神奈川県民ホール 大ホール17:30/18:30 2月5日(土)

17:30/18:30 2月12日(土) 東京国際フォーラム ホールA

愛知

東京

キョードー北陸チケットセンター

 ☎025-245-5100

サンデーフォークプロモーション

☎052-320-9100

キョードー東京

☎0570-550-799

4月

公演日程

5月

山形
キョードー東北

☎022-217-7788

東京
キョードー東京

☎0570-550-799

大阪
キョードーインフォメーション

☎0570-200-888

北海道 ウエス ☎011-614-9999

東京国際フォーラム ホールA17:30/18:30 2月12日(土)

新型コロナウイルス感染拡大予防の取り組みとお客様へのお願い

■新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを踏まえたコンサートツアーとなります。

■全ての公演関係者にマスク着用、こまめな手洗い、手指の消毒を励行するとともに、検温の実施を徹底し健康管理に努めます。

■会場内の扉、手すり、椅子等の消毒作業を徹底いたします。

■ロビーに消毒液を設置しますので、ご利用ください。

■公演中、定期的に会場内の換気を行います。

■客席内では、換気量を増やすとともに外気取り込みを通常よりも多くすることで、換気を強化いたします。そのため、客席内の温度が一時的に上下

することがございます。

■当日はマスク着用でご来場いただきますようお願いいたします。マスク着用の無い場合は入場をお断りいたします。マスクはご自身でご用意くださ

い。

■飛沫感染防止のため、会場内及び会場付近での会話はお控えください。また会場内では大声を出したり不要な移動、来場者同士の接触はお控えくだ

さい。

■入退場時は、ソーシャルディスタンス確保のご協力をお願いいたします。また、感染防止対策の観点から、時間差での分散入場、規制退場とさせて

いただく場合がございます。終演後は一旦ご自分の席でお待ちになり係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。

■咳の症状や喉の痛み倦怠感や息苦しさ味覚や嗅覚の異常がある方、新型コロナウィルス感染症陽性と診断された方との濃厚接触がある方や同居家族

や身近な知人に感染が疑われる方、過去2週間以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国および地域への渡航歴がある方はご

来場をお控えください。

■各会場の収容人数は政府発表のガイドライン及び会場・各自治体からの要請に従い主催者と協議の上、会場毎に設定させていただきます。

また、感染状況が収束しガイドラインの段階的な緩和や自粛要請が解除された場合、会場によっては収容人数を変更して開催させていただく場合がご

ざいますので、各主催者のホームページなどでご確認ください。

■連番、お隣同士でのお座席確保が難しい場合がございます。あらかじめご了承ください。

■新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）及び各自治体推奨の追跡アプリ等をご自身のスマートフォンに事前ダウンロードするなどご協力をお

願いいたします。

■ご登録いただいた個人情報は本公演で万一新型コロナウイルスが確認された場合のみ、感染経路の追跡協力のため自治体関係機関に提出する場合が

ございます。

上記内容は、今後の政府および自治体から発表される新型コロナウィルス感染拡大予防対策ガイドラインに沿って変更となる場合がございます。

安心安全なコンサートを目指し、開催まで万全を期して準備を進めます。

ご来場のお客様にもご協力いただくことが多々あると思いますが、ご理解のほどお願いいたします。

9月25日(土)

兵庫
サウンドクリエーター

☎06-6357-4400

6月

7月

沖縄

福岡

キョードー西日本

☎0570-09-2424

東京
キョードー東京

☎0570-550-799

大阪
キョードーインフォメーション

☎0570-200-888

大阪
キョードーインフォメーション

☎0570-200-888

石川


