
2021年　　グループ関連 行事日程　

月 期間 行事 場所 名義 主催社＆主催

１月 1月5日～10日 春の高校バレー　第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会 東京体育館 主催

公益財団法人 日本バレーボール

協会/公益財団法人 全国高等

学校体育連盟/フジテレビジョン/

産経新聞社・サンケイスポーツ

/FNSフジネットワーク
1月8日～11日 ふるさと祭り東京2021オンライン-日本のまつり・故郷の味- 東京ドームから配信 フジテレビジョン

1月8日～26日 舞台「フェードル」 Bunkamura　シアターコクーン 産経新聞

1月9日～11日 ダブルスマッチプレーゴルフ選手権　全国決勝大会
川奈ホテルゴルフコース富士

コース（静岡）
主催 サンケイスポーツ

1月16日～31日 舞台「いまを生きる」 新国立劇場 中劇場 主催 フジテレビジョン

１月20日～24日 劇団ズッキュン娘第15回本公演「ハリケーンマリア」 銀座博品館劇場 主催 ニッポン放送

1月26日・27日 めざましクラシックス ニューイヤースペシャル 2021 ミューザ川崎シンフォニーホール 主催
フジテレビジョン／キョードー東京

／ジェイ・ツー

1月29日～2月14日
よみがえる明治座東京喜劇　ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー

昼ズ」全力応援！
明治座 主催

明治座/ニッポン放送/ミックス

ゾーン

1月30日～3月28日 ヨーロッパの宝石箱 リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展 あべのハルカス美術館 主催
あべのハルカス美術館 / 産経

新聞社 / 関西テレビ放送

1月31日 第40回 大阪国際女子マラソン大会 大阪国際女子マラソンコース 主催

日本陸上競技連盟/関西テレビ

放送/産経新聞社/サンケイス

ポーツ

２月 2月3日
【動画配信】桂宮治独演会　半蔵門　春夏秋冬　真打カウントダウン　

桃色の如月
国立演芸場 主催 産経新聞社

2月4日～15日 全日本アートサロン絵画大賞展（東京展） 国立新美術館　展示室1B 主催
全日本アートサロン絵画大賞展

実行委員会、産経新聞社

2月6日～23日 舞台「Oslo（オスロ）」 新国立劇場 中劇場 主催
フジテレビジョン／産経新聞社／

サンライズプロモーション東京

2月7日 日本大相撲トーナメント 第45回大会 国技館（両国） 主催 フジテレビジョン

2月10日～3月14日 特別展「クレパス画 名作展 ー近代の巨匠から現代の作家ま で表現

の広がりと可能性を求めてー」
東大阪市民美術センター 主催

東大阪市民美術センター／産

経新聞社
2月11日～21日 舞台「キオスク」 東京芸術劇場 プレイハウス 主催 キューブ/フジテレビジョン

2月13日～14日 オダイバ!!超次元音楽祭 -ヨコハマからハッピーバレンタインフェス2021 ぴあアリーナMM 主催

オダイバ!!超次元音楽祭 -ヨコ

ハマからハッピーバレンタインフェス

2021-制作委員会

（フジテレビジョン / ぴあ / BS

フジ / ADKクリエイティブ・ワン）

2月16日～3月28日 木梨憲武展Timing－瞬間の光－ 京都文化博物館 主催

京都府/京都文化博物館/京

都新聞/産経新聞社/読売テレ

ビ/イムラアートギャラリー

2月23日
東芝グランドコンサート2021　ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団　

トマス・セナゴー指揮
サントリーホール 主催 フジテレビジョン

2月27日 第六十五回大手町落語会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

2月28日～3月14日 世界初舞台化！ 『 ぼくの名前はズッキーニ 』 よみうり大手町ホール 製作 ニッポン放送/ 関西テレビ放送

3月 3月2日～7日 第30回 全日本アートサロン絵画大賞展
大阪市立美術館　地下展覧会

室
主催

全日本アートサロン絵画大賞展

実行委員会、産経新聞社
3月5日～14日 朗読劇「スマホを落としただけなのに戦慄するメガロポリス」 銀座・博品館劇場 主催 ニッポン放送

3月9日～30日 ミュージカル　ウェイトレス 日生劇場 主催 東宝/フジテレビジョン/キョードー

3月10日 J亭スピンオフ企画16　三三・一之輔　大手町二人会 日経ホール 主催 産経新聞

3月10日～17日 市川海老蔵 古典への誘(いざな)い 神奈川県民ホール他 ニッポン放送

3月14日～27日 Online Marathon Series サンスポ古河はなももマラソン2021 共催 古河市/サンケイスポーツ

3月15日～31日 東京クリエイティブサロン
日本橋、丸の内、銀座、渋

谷、原宿

3月25日～28日 ミュージカル「魔女の宅急便」 新国立劇場 中劇場 主催
フジテレビジョン／アークスイン

ターナショナル

3月30日～4月4日 中村勘九郎　中村七之助　春暁特別公演 2021
LINE CUBE SHIBUYA

新宿文化センター 大ホール
3月31日 第28回 奉納 靖國神社 夜桜能 靖國神社能楽堂及び内苑

4月 4月2日～5月9日 木梨憲武展 TIMING 瞬間の光り 山形美術館 企画制作 産経新聞社

4月3日 若者のすべて #01 -YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC- 日比谷野外大音楽堂 後援 フジテレビジョン

4月3日・4日 V-Carnival オンライン配信ライブ

４月3日～17日 【動画配信】けんこう一番！春スペシャル　第15回三遊亭兼好独演 オンライン動画配信 主催 産経新聞社

4 月9日～30日 オフ・ブロードウェイミュージカル　『 アルターボーイズ 2021 』 開催 新宿 FACE 製作 ニッポン放送 /M ・ G ・ H

4月10日 第66回大手町落語会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

4月13日～21日 坂元裕二 朗読劇2021 「忘れえぬ 忘れえぬ」、「初恋」と「不倫」 よみうり大手町ホール 主催
フジテレビジョン／MAパブリッシン

グ／サンライズプロモーション東京

4月15日 「落語坐こみち堂10」柳亭こみち独演会 国立演芸場 主催 産経新聞社

4月16日～6月27日
ライデン国立古代博物館所蔵古代エジプト展

美しき棺のメッセージ
Bunkamura ザ･ミュージアム 主催

Bunkamura/東京新聞/フジ

テレビジョン/ライデン国立古代

4月17日～5月12日
MARVEL STUDIOS: A UNIVERSE OF HEROES

マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ

特設会場（大丸東京店11階

催事場）
主催

「マーベル・スタジオ／ヒーローたち

の世界へ」東京実行委員会

4月20日～26日 ―浮生若夢―　王治洪展 上野の森美術館 産経新聞社



4月23日～25日 39th フジサンケイレディスクラシック
川奈ホテルゴルフコース・富士

コース
主催

フジテレビ/産経新聞/サンケイス

ポーツ/文化放送/ニッポン放送

/BSフジ
4月23日～5月5日 ゴツプロ！第六回公演『向こうの果て』 東京・本多劇場 後援 ニッポン放送

4月29日～5月9日 絵師100人展 11 AKIBA_SQUARE 主催 産経新聞社

5月 5月1日～5日 ザ・美術骨董ショー 東京プリンスホテル 後援 フジテレビジョン

5月13日 「桂宮治独演会／その先へ～半蔵門2021五月～」 国立演芸場 主催 産経新聞社

5月20日 J亭スピンオフ企画17　白酒・一之輔　大手町二人会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

5月21日～ 映画「地獄の花園」公開 制作 フジテレビジョン

5月24日 「けんこう一番！第16回三遊亭兼好独演会」  国立演芸場 主催 産経新聞社

5月29日～30日 ノイタミナ presents シネマティックオーケストラコンサート 東京国際フォーラム・ホールＣ 主催 フジテレビジョン

5月30日～6月27日
熱海五郎一座　新橋演舞場シリーズ第７弾　東京喜劇

「ジャジーな桜は裏切りのハーモニー～日米爆笑保障条約～」

 

新橋演舞場
ニッポン放送

6月 6月2日～6日 松本利夫ワンマンSHOW「MATSUぼっち07」－MEDAL RUSH－ 品川プリンスホテル クラブeX

6月4日～6日 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2021 SPRING 「Hoopla！」 ぴあアリーナMM

6月4日～6日 舞台「スマホを落としただけなのに」大阪公演 松下IMPホール ニッポン放送

6月5日 第六十七回大手町落語会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

6月6日～22日 舞台「夜は短し歩けよ乙女」 新国立劇場 中劇場 企画・制作フジテレビジョン

6月9日～14日 舞台「スマホを落としただけなのに」東京公演 日本青年館ホール ニッポン放送

6月11日～13日 松本利夫ワンマンSHOW「MATSUぼっち07」－MEDAL RUSH－ 松下IMPホール

6月11日～ 映画「キャラクター」公開 制作 フジテレビジョン　東宝

6月12日 大手町独演会「ザ・柳家さん喬　其の七」百花繚乱　さん喬噺 よみうり大手町ホール 主催 産経新聞社

6月23日～27日 SHOWTIME 東急シアターオーブ 主催 フジテレビジョン/キョードー東京

6月26日 松本利夫ワンマンSHOW「MATSUぼっち07」－MEDAL RUSH－
レクザムホール（香川県県民

ホール）・小ホール

6月26日～27日 舞台「夜は短し歩けよ乙女」
クールジャパンパーク大阪WW 

ホール
企画・制作フジテレビジョン

6月26日～27日 LOVE MUSIC FESTIVAL 2021 ぴあアリーナMM

7月 7月4日～ 25日 音楽劇「GREAT PRETENDER グレートプリテンダー」 東京建物Brillia HALL 主催
フジテレビジョン/サンライズプロ

モーション東京
7月8日 「桂宮治独演会／その先へ～半蔵門2021文月～」 国立演芸場 主催 産経新聞社

7月9日～ 映画「東京リベンジャーズ」公開 制作 フジテレビジョン

7月15日 J亭スピンオフ企画18　三三・一之輔　大手町二人会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

7月16日～9月9日
巨大映像で迫る五大絵師

─北斎・広重・宗達・光琳・若冲の世界─
大手町三井ホール 主催

フジアール/フジテレビジョン/BSフ

ジ/ニッポン放送
7月16日～10月11日 KAWS TOKYO FIRST Sponsored by DUO 森アーツセンターギャラリー フジテレビジョン

7月17日～8月29日 かいけつゾロリ　わくわく昆虫展！
横浜赤レンガ倉庫１号館２Fス

ペース
主催 ニッポン放送／ドリームスタジオ

7月21日 けんこう一番！第17回三遊亭兼好独演会 国立演芸場 主催 産経新聞社

７月21日～9月5日 THE ODAIBA 2021 バーチャル冒険アイランド
球体展望室「はちたま」/各ショッ

プ/LIXIL PARK
主催 フジテレビジョン

7月22日～8月1日 ブロードウェイミュージカル　ピーターパン
めぐろパーシモンホール　大ホール

主催 フジテレビジョン／ホリプロ

7月24日
いいすぽ！presents ニンジャラ1周年記念CUP King of Team 

Battle '21 Summer 予選大会
オンライン 後援 フジテレビジョン

7月26日・27日 コント×超特急 其ノ弐～初キス大作戦～ ヒューリックホール東京 フジテレビジョン

7月29日・30日 めざましクラシックス サマースペシャル2021 サントリーホール 大ホール 主催
フジテレビジョン／キョードー東京

／ジェイ・ツー

8月 8月4日～8月23日 日本の自然を描く展 上野の森美術館 主催

公益財団法人 日本美術協会 

上野の森美術館/フジサンケイグ

ループ
8月7日 第68回大手町落語会 大手町　日経ホール 主催 産経新聞社

8月7日・8日
東MAXプロデュース　FIRE HIP’S 大感謝祭！！　～THAT’S バラ

エティーショー～

 

スクエア荏原ひらつかホール
ニッポン放送

8月7日 - 2022年4月10日 ロナルド・ヴェンチューラ展－内省
軽井沢ニューアートミュージアム

第1～第6展示室(2階)

企画・主

催

ロナルド・ヴェンチューラ スタジオ/ 

一般財団法人Karuizawa 

New Art Museum /産経新

聞社
8月8日～29日 ミュージカル「ジェイミー」 東京建物Brillia HALL 主催 フジテレビジョン/ホリプロ

8月11日・12日 TOMAS CUP 2021 フジサンケイジュニアゴルフ選手権 ロイヤルスターゴルフクラブ 主催 サンケイスポーツ

８月14日～9月5日 THE ODAIBA 2021 バーチャル冒険アイランド バーチャル 主催 フジテレビジョン

8月16日～19日、21日～ 22日 THE EMPTY STAGE GRAND 2021 SUMMER よしもと有楽町シアター
企画・制

作
吉本興業/フジテレビジョン

8月28日 ロッケンロー・サミット２０２１～令和下剋上の乱！～ TSUTAYA O-EAST 主催 フジテレビジョン

9月 9月2日～5日 49thフジサンケイクラシック 富士桜カントリー倶楽部 主催

フジテレビ/産経新聞/サンケイス

ポーツ/文化放送/ニッポン放送

/BSフジ
9月4日 若者のすべて #02 -YOUNG, ALIVE, IN LOVE MUSIC- TSUTAYA O-EAST 後援 フジテレビジョン

9月4日 ジュニア千原と大輔宮川と千豊小籔のすべらない話THE LIVE 2021 ライブ配信 主催

フジテレビジョン／吉本興業　

ジュニア千原と大輔宮川と千豊

小籔のすべらない話THE LIVE 

2021制作委員会

9月4日～10月10日 Gr8！こぶりな恐竜展
横浜赤レンガ倉庫１号館２F

スペース
主催 ニッポン放送／ドリームスタジオ



9月5日 大手町独演会「ザ・柳家権太楼の了見」 よみうり大手町ホール 主催 産経新聞社

9月11日・月12日 オンライン全国賃貸オーナーズフェスタ2021 オンライン配信 後援 ニッポン放送

9月15日～10月4日 安野光雅　追悼　「洛中洛外と京都御苑の花」展 横浜高島屋ギャラリー〈8階〉 主催 産経新聞社

10月 10月1日～3日 TOKYO IDOL FESTIVAL 2021 お台場・青海周辺エリア フジテレビジョン

10月 2日～17日 志村けんの大爆笑展
松坂屋上野店　本館6階催

事場
企画制作 フジテレビジョン

10月5日～23日 中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別公演2021 品川 きゅりあん 大ホール　他 フジテレビジョン

10月9日 第69回大手町落語会 日経ホール 主催 産経新聞社

10月11日

漫才三唱

「銀シャリ、三四郎、カミナリの3組が、新ネタを披露！存分に漫才を披

露する、 漫才好きのための、漫才特化イベント！」

 

日本青年館ホール
ニッポン放送

10月15日～2022年1月16日
イスラエル博物館所蔵　印象派･光の系譜ーモネ、ルノワール、ゴッホ、

ゴーガン
三菱一号館美術館 主催

三菱一号館美術館/イスラエル

博物館（エルサレム）/産経新

10月18日～31日 第6回水戸黄門漫遊マラソン　オンライン大会 オンライン 共催 産経新聞社

 

10月20日

トータルテンボス×銀シャリ×蛙亭

ぬきさしならナイおトぎばなし亭！

 

よしもと有楽町シアター
ニッポン放送

10月23日 久保みねヒャダ こじらせオンラインライブ オンライン

10月26日 瀧川鯉昇・鯉八 不思議な親子会  国立演芸場 主催 産経新聞社

10月29日・30日 Classic Bar ～in Blue Rose vol.8～
サントリーホール ブルーローズ

（小ホール）
主催 フジテレビジョン

11月 11月３日～７日 村井良太主演「甘くない話　～ノン・ドサージュ～」 日経ホール ニッポン放送

11月3日～7日 サイエンスアゴラ オンライン 協力 フジテレビジョン

11月3日～23日 まんがタイムきらら展 in 名古屋
ナディアパーク（ロフト名古

屋） B1F 特設会場

11月12日 けんこう一番！第18回三遊亭兼好独演会 国立演芸場 主催 産経新聞社

11月12日～14日 アンチエイジングフェア2021 バーチャル オンライン 主催
日本抗加齢協会 ／ フジテレビ

ジョン
11月13日 桂宮治独演会　その先へ　秋スペシャル！！ よみうり大手町ホール 主催 産経新聞社

11月14 日～26日 市川海老蔵特別公演 アース&ヒューマン 飯能市市民会館　他 主催
ニッポン放送／飯能市(飯能)/読

売新聞

11月15日～17日 2021落語一之輔三昼夜　再び よみうり大手町ホール 主催 産経新聞社

11月18日 「和泉の新作コレクション2021　秋」By 広瀬和生 国立演芸場 主催 産経新聞社

11月20日
日本のヴィルトゥオーゾたち

～東芝グランドコンサート歴代ソリストによるガラ・コンサート～
サントリーホール（大ホール） 主催 フジテレビジョン

11月20日～12月7日 ミュージカル『ハウ・トゥー・サクシード』 東急シアターオーブ 主催
東京グローブ座/フジテレビジョン

/シーエスティプロデュース

11月20日～2022年2月13日 貝殻旅行ー三岸好太郎・節子展ー 神戸市立小磯記念美術館 産経新聞社

11月21日 The Sixth Sense ～Music in Wonderland～ サントリーホール　大ホール 主催 フジテレビジョン

11月21日 天海と友近、結局飯尾 THEオーディション
フジテレビ湾岸スタジオ内特設

会場
主催 フジテレビジョン

11月22日 J亭スピンオフ企画20　白酒・一之輔　大手町二人会 日経ホール 主催 産経新聞社

11月24日 「柳家三三プレミアム独演会　三三協奏曲2021秋」 よみうり大手町ホール 主催 産経新聞社

11月24日～ 26日 第7回鉄道技術展2021 Mass-Trans Innovation Japan 2021 幕張メッセ　5・6・7・8ホール 主催 産経新聞社

12月 12月2日～2022年1月31日 深堀隆介展「金魚鉢、地球鉢。」 上野の森美術館 主催
フジテレビジョン/上野の森美術

館/東京新聞、

12月7日～2022年1月30日 ザ・フィンランドデザイン展―自然が宿るライフスタイル Bunkamura ザ・ミュージアム 主催
産経新聞社、Bunkamura、

ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション

12月11日～2022年3月31日 ワンピース BIG WASH島の大冒険！ IN アクアワールド・大洗
アクアワールド茨城県大洗水

族館
フジテレビジョン

12月12日 - 2022年3月8日 バンクシー展　天才か反逆者か　ＢＡＮＫＳＹ～Genius or 

Vandal?～

	

WITH HARAJUKU
後援 ニッポン放送

12月19日 2021 今年最後の立川志らく独演会（第11回） 有楽町よみうりホール 主催 産経新聞社

12月19日 LIVE FACTORY Zepp Tokyo フジテレビジョン

12月25日 第七十回大手町落語会 日経ホール 主催 産経新聞社

12月25日～2022年1月4日 絵師100人展 11 大阪展
なんばスカイオ 7階　コンベン

ションホール
産経新聞社

12月26日 - 2022年2月23日 ものまねワンダーランド おもしろネタ満載でやんすwww
福生市民会館（もくせいホー

ル）他
ニッポン放送


