新型コロナウィルス感染症対策による公演延期または中止情報についてのご案内
（最新情報

8月4日現在）

各公演の対応について随時更新させていただいております。詳細に関してはこちらをご確認ください。

アーティスト／ツアータイトル

公演情報
2020.2.29(土)【米子公演】
米子AZTiC laughs
2020.3.1(日)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2020.3.3(火)【広島公演】

H ZETTRIO
RE-SO-LA Tour 2020 先駆けトリオピック Vol.2

広島セカンド・クラッチ

延期／中止

振替公演情報／払戻情報

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

【中止情報】2.26 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1582704176.pdf
【払戻情報】3.27 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585205609.pdf

2020.3.21(土)【周南公演】
周南 RISING HALL

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

【中止情報】3.4 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1583292847.pdf
【払戻情報】3.27 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585205609.pdf

2020.3.7(土)【広島公演】
広島LIVE VANQUISH

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI
神降臨♡天地創造ツアー
〜バンもん!が7日間で世界を創るまでの記録〜

延  期

2020.4.29(水祝)【広島公演】
広島LIVE VANQUISH

【延期・払戻情報】3.6 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1583719503.pdf

2020.4.29(水祝)【広島振替公演】
広島LIVE VANQUISH

中  ⽌止

※本振替公演は、中止となりました。

【中止又は延期情報】4.6 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586143014.pdf
【中止・払戻情報】6.27 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1593221358.pdf

山崎まさよし
YAMAZAKI MASAYOSHI CONCERT TOUR 2020
“Quarter Note”

2020.5.5(火祝)【岡山公演】
岡山市立市民文化ホール

延  期

2020.12.6(日)【岡山公演】
岡山市立市民文化ホール

2020.5.6(水振休)【広島公演】
広島NTTクレドホール

延  期

2020.12.5(土)【広島公演】
広島NTTクレドホール

【延期情報】4.8 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586321429.pdf
【延期情報】5.15 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1589520639.pdf

【延期情報】6.5 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591341720.pdf
【延期・払戻情報】6.26 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1593064197.pdf

2020.5.5(火祝)【広島公演】
上野学園ホール

延  期

2020.7.27(月)【広島公演】
上野学園ホール

【延期・払戻情報】4.13 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586746226.pdf

ゴスペラーズ
ゴスペラーズ坂ツアー2019〜2020 “G25”

2020.5.23(土)【島根公演】
島根県民会館

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

2020.5.24(日)【鳥取公演】
鳥取市民会館

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

2020.7.27(月)【広島振替公演】
上野学園ホール

中  ⽌止

※本振替公演は、中止となりました。

【延期情報】4.22 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587523167.pdf

でんぱ組.inc
THE FAMILY TOUR 2020

【中止情報】5.11 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1589183434.pdf

【払戻情報】6.10 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1591685883.pdf

2020.5.7(木)【広島公演】
広島クラブクアトロ

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

2020.5.9(土)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

【中止情報】4.10 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586415641.pdf
【払戻情報】5.1 更新

Little Glee Monster
Little Glee Monster Live Tour 2020
>BRIGHT NEW WORLD<

https://www.union-music.com/images/news/pdf1588062409.pdf

2020.5.14(木)【広島公演】
上野学園ホール

延  期

2020.7.7(火)【広島公演】
上野学園ホール

2020.5.16(土)【米子公演】
米子コンベンションセンター

延  期

2020.7.4(土)【米子公演】
米子コンベンションセンター

2020.5.17(日)【岡山公演】
岡山シンフォニーホール
2020.5.23(土)【出雲公演】
出雲市民会館
2020.5.24(日)【周南公演】
周南市文化会館

延  期
延  期
延  期

2020.7.6(月)【岡山公演】
岡山シンフォニーホール
2020.7.3(金)【出雲公演】
出雲市民会館
2020.8.15(土)【周南公演】
周南市文化会館

【延期・払戻情報】4.24 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587630404.pdf
【払戻期間変更情報】5.7 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1588761422.pdf

2020.7.3(金)【出雲振替公演】
出雲市民会館
2020.7.4(土)【米子振替公演】
米子コンベンションセンター

Little Glee Monster

2020.7.6(月)【岡山振替公演】

Little Glee Monster Live Tour 2020
>BRIGHT NEW WORLD<

岡山シンフォニーホール
2020.7.7(火)【広島振替公演】
上野学園ホール
2020.8.15(土)【周南振替公演】
周南市文化会館

延  期

※本振替公演は、2021年に延期となりました。

延  期

※本振替公演は、2021年に延期となりました。

延  期

※本振替公演は、2021年に延期となりました。

延  期

※本振替公演は、2021年に延期となりました。

延  期

※本振替公演は、2021年に延期となりました。

【延期・払戻情報】6.3 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591149636.pdf

2020.5.23(土)【岡山公演】
岡山市立市民文化ホール

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

角松敏生
TOSHIKI KADOMATSU Performance 2020“Earplay”
〜REBIRTH 2〜

2020.6.16(火)【広島公演】
広島JMSアステールプラザ

【中止情報】4.13 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586742237.pdf
【払戻情報】4.14 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586839943.pdf

2020.5.24(日)【山口公演】
山口市民会館
2020.10.31(土)【米子公演】

沢田研二
沢田研二 LIVE 2020 「Help! Help! Help! Help!」

米子コンベンションセンター
2020.11.1(日)【福山公演】
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

【中止情報】4.28 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587964839.pdf
【払戻情報】5.1 更新

THE STREET BEATS
TOUR 2020 “生きた証を残す旅”

https://www.union-music.com/images/news/pdf1589526695.pdf

2020.5.30(土)【広島公演】
広島セカンド・クラッチ

日本全国CK地元化計画
地元です。地元じゃなくても、地元ですツアー 劇団ひとりぼっち〜僕は独りじゃ ない

2020.8.30(日)【広島公演】
広島セカンド・クラッチ

【延期情報】5.6 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1588760348.pdf
【延期・払戻情報】7.11 更新

C&K

延  期

https://www.union-music.com/images/news/pdf1594477952.pdf

2020.5.31(日)【岡山公演】
岡山シンフォニーホール

延  期

※本公演は、2021年に延期となりました。

2020.10.31(土)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

延  期

※本公演は、2021年に延期となりました。

【延期情報】4.21 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587433826.pdf
【延期情報】6.2 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591061446.pdf
【払戻情報／岡山公演】6.23 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1592830067.pdf

BBHF
TOUR 2020

2020.6.6(土)【岡山公演】
岡山IMAGE

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

【延期情報】4.15 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586850187.pdf
【中止・払戻情報】7.24 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1595384107.pdf

寺島拓篤
TAKUMA TERASHIMA LIVE TOUR 2020 4th STAGE
〜ASSEMBLE〜

2020.6.6(土)【広島公演】
BLUE LIVE HIROSHIMA
【中止情報】5.1 更新
【払戻情報】5.15 更新

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

https://www.union-music.com/images/news/pdf1588297093.pdf
https://www.union-music.com/images/news/pdf1589520943.pdf

2020.6.7(日)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

中  ⽌止

※本公演は、中止となりました。

“ザ・コンサート”
【中止・払戻情報】4.7 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586137496.pdf

ベリーグッドマン
ベリーグッドマンへの道ツアー2020 〜行ってま編〜

2020.6.7(日)【周南公演】
周南 RISING HALL

延  期

※本公演は、2021年へ延期となりました。

2020.7.4(土)【米子公演】
米子AZTiC laughs

延  期

※本公演は、2021年へ延期となりました。

2020.7.5(日)【出雲公演】
出雲APOLLO

延  期

※本公演は、2021年へ延期となりました。

【延期情報】5.4 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1588558934.pdf
【払戻情報】5.11 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1588903075.pdf

2020.6.13(土)【広島公演】
広島Yise

延  期

2021.3.13(土)【広島公演】
広島Yise

永井龍雲
永井龍雲 LIVE2020「夢見旅」

2020.6.14(日)【倉敷公演】
倉敷市芸文館 アイシアター

延  期

2021.3.14(日)【倉敷公演】
倉敷Panny Lane（会場変更となります）

【延期・払戻情報】4.24 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587614043.pdf

鈴木雅之
masayuki suzuki taste of martini tour 2020
〜ALL TIME ROCK ʻNʼ ROLL〜

2020.6.19(金)【岡山公演】
岡山市民会館

延  期

※本公演は、2021年に延期となりました。
※振替公演等の詳細は、9月頃お知らせ致します。

2020.6.21(日)【広島公演】
上野学園ホール

延  期

※本公演は、2021年に延期となりました。
※振替公演等の詳細は、9月頃お知らせ致します。

【延期情報】4.23 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587604786.pdf

2020.6.27(土)【岡山公演】

忘れらんねえよ
がんばる柴田ワンマンツアー

岡山ペパーランド

延  期

※振替公演等の詳細は、決定次第改めてお知らせ致します。

【延期情報】4.21 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587436007.pdf
【払戻情報】7.25 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1595560126.pdf

2020.6.27(土)【広島公演】
広島Yise

延  期

2020.7.30(木)【広島公演】
広島 Live space Reed（会場変更となります）

2020.6.28(日)【岡山公演】
岡山MO:GLA

延  期

2020.7.31(金)【岡山公演】
岡山MO:GLA

さかいゆう
さかいゆう DUO TOUR “Touch The World & More”

【延期・払戻情報】6.19 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1592460861.pdf

2020.4.11(土)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

秦 基博
HATA MOTOHIRO CONCERT TOUR 2020 ―コペルニクス―

延  期

2020.6.29(月)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

【延期・払戻情報】3.30 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585549281.pdf

2020.6.29(月)【広島振替公演】
広島文化学園HBGホール

延  期

2020.11.6(金)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

【延期情報】5.22 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1590122654.pdf
【延期・払戻情報】6.19 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1592223915.pdf

2020.4.19(日)【周南公演】
周南市文化会館

延  期

2020.7.8(水)【周南公演】
周南市文化会館

2020.4.21(火)【島根公演】
島根県民会館

延  期

2020.7.7(火)【島根公演】
島根県民会館

【延期情報】3.30 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585534506.pdf
【延期・払戻情報】4.6 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586145112.pdf

2020.7.8(水)【周南振替公演】

延  期

2021.2.11(木祝)【周南公演】

さだ まさし

周南市文化会館

存在理由 〜Raison dʼêtre〜 さだまさしコンサートツアー2020

2020.7.7(火)【島根振替公演】
島根県民会館

延  期

2021.2.6(土)【島根公演】
島根県民会館

2020.7.28(火)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

延  期

2021.2.9(火)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

2020.7.29(水)【福山公演】
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

延  期

周南市文化会館

2021.2.7(日)【福山公演】
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ

【延期情報】6.5 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591255708.pdf
【延期・払戻情報】6.9 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591691370.pdf

浜端ヨウヘイ

2020.3.28(土)【岡山公演】
岡山MO:GLA

延  期

2020.7.11(土)【岡山公演】
岡山MO:GLA

2020.3.29(日)【広島公演】
広島Yise

延  期

2020.7.12(日)【広島公演】
広島Yise

【延期情報】3.14 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1584183262.pdf
【延期・払戻情報】3.26 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585210432.pdf

ミニアルバム「今宵、月の瀬で逢いましょう」発売記念全国行脚
2020.7.11(土)【岡山振替公演】
岡山MO:GLA

中  ⽌止

※本振替公演は、中止となりました。

2020.7.12(日)【広島振替公演】
広島Yise

中  ⽌止

※本振替公演は、中止となりました。

【中止・払戻情報】5.25 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1590375823.pdf

2020.7.18(土)【広島公演】
上野学園ホール

延  期

※振替公演等の詳細は、決定次第改めてお知らせ致します。

延  期

※振替公演等の詳細は、決定次第改めてお知らせ致します。

絢香
LIVE TOUR 2020 “遊音倶楽部〜2nd grade〜”

2020.7.19(日)【広島公演】
上野学園ホール

【延期・払戻情報】4.24 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1587645053.pdf

2020.4.4(土)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2020.4.5(日)【広島公演】
広島LIVE VANQUISH

NakamuraEmi
NIPPONNO ONNAWO UTAU BEST2 〜Release Tour 2020〜

延  期

延  期

2020.7.25(土)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2020.7.24(金祝)【広島公演】
広島LIVE VANQUISH

【延期・払戻情報】3.27 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585296202.pdf

2020.7.24(金祝)【広島振替公演】
広島LIVE VANQUISH
2020.7.25(土)【岡山振替公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM
【延期情報】5.15 更新

延  期

延  期

2021.1.31(日)【広島振替公演】
広島LIVE VANQUISH
2021.1.30(土)【岡山振替公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM

https://www.union-music.com/images/news/pdf1589506735.pdf

【延期・払戻情報】6.7 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591524585.pdf

2020.4.25(土)【広島公演】
広島クラブクアトロ
2020.4.26(日)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM

延  期

延  期

2020.8.16(日)【広島公演】
広島クラブクアトロ
2020.8.14(金)【岡山公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM

【払戻情報】3.24 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1585274584.pdf

美波
美波「DROP」TOUR 2020

【延期情報】3.31 更新

https://www.union-music.com/images/news/pdf1585640760.pdf

2020.8.14(金)【岡山振替公演】
岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2020.8.16(日)【広島振替公演】
広島クラブクアトロ

延  期

※本振替公演は、2021年へ延期となりました。

延  期

※本振替公演は、2021年へ延期となりました。

【延期情報】6.14 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591952843.pdf
【払戻情報】8.04 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1596431052.pdf

2020.3.20(金祝)【広島公演】
広島BACK BEAT

延  期

2020.5.10(日)【広島公演】
広島BACK BEAT

2020.3.21(土)【倉敷公演】
Penny Lane(岡山県倉敷市)

延  期

2020.5.9(土)【倉敷公演】
Penny Lane(岡山県倉敷市)

【延期・払戻情報】3.10 更新

TRIPLANE
TRIPLANE LIVE TOUR 2020 『unanimous』

https://www.union-music.com/images/news/pdf1583828150.pdf

2020.5.9(土)【倉敷振替公演】
Penny Lane(岡山県倉敷市)

延  期

2020.9.27(日)【倉敷再振替公演】
Penny Lane(岡山県倉敷市)

2020.5.10(日)【広島振替公演】
広島BACK BEAT

延  期

2020.9.26(土)【広島再振替公演】
広島BACK BEAT

【延期情報】4.9 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1586396854.pdf
【払戻情報】6.2 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1591062285.pdf
【延期情報】6.22 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1592789980.pdf

2020.9.26(土)【広島再振替公演】
広島BACK BEAT

中  ⽌止

※本再振替公演は、中止となりました。

2020.9.27(日)【倉敷再振替公演】
Penny Lane(岡山県倉敷市)

中  ⽌止

※本再振替公演は、中止となりました。

【中止・払戻情報】7.31 更新

髙橋真梨子
Iwatani Presents
Mariko Takahashi Concert vol.44 2020 Our Days
supported by TACHIHI

https://www.union-music.com/images/news/pdf1596166069.pdf

2020.10.3(土)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

延  期

※本公演は、2021年5月以降に延期となりました。
※振替公演等の詳細は、11月下旬頃お知らせ致します。

2020.10.4(日)【広島公演】
広島文化学園HBGホール

延  期

※本公演は、2021年5月以降に延期となりました。
※振替公演等の詳細は、11月下旬頃お知らせ致します。

【延期情報】6.25 更新 https://www.union-music.com/images/news/pdf1592885699.pdf

