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2017 年 11 月 15 日 

株式会社ベネッセホールディングス 

代表取締役社長 安達 保 

コンサート観客動員数、年間 50 万人！ 

人気アーティスト「しまじろう」が昨年のランキングで 10 位 
～ しまじろう 2017 クリスマス公演は 11 月 3 日より開催中 ～ 

 株式会社ベネッセホールディングスの子会社である株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡

山市、以下ベネッセ）の提供する、幼児の教育・生活支援ブランド「こどもちゃれんじ」の人気キャ

ラクター「しまじろう」は、11 月３日（金）から、「しまじろうコンサート ～おもちゃのくにの ク

リスマス～」と「ベネッセの英語コンサート ～Happy Christmas Party～」と題したコンサートツ

アーを開始しました。 

今回のツアーは全国 25 都道府県 188 公演と過去最大の規模で、幼児とその保護者を中心に計 25.8

万人の動員を見込んでいます。これにより、「しまじろう」の 2017 年のコンサート観客動員数は 51

万人に達する予定です。この動員数は国内有力アーティストと比較しても上位にランクインする規模

であり、昨年のしまじろうコンサート観客動員数 48 万 9 千人は、2016 年の年間ライブ動員ランキ

ング 10 位※１に相当します。「しまじろう」は子育て期の親子にとって絶大なる“人気アーティスト”

となります。 

 しまじろうのコンサートは、2001年から開催している人気の参加型コンサートで、現在、日本語

のコンサートには年間約40万人、英語のコンサートには約10万人が来場しています。コンサートは、

0歳の乳幼児から安心して参加できるよう、全会場にオムツ替え・授乳スペースを設置し、公演の間

に休憩時間を設けるなど小さなお子さまにも配慮した環境となっています。 

 また、本格的で大人でも見応えある舞台演出のなか、お子さまにとって馴染みのある歌や踊りをご

家族やお友達と一緒に楽しむことができます。毎回、舞台のお話にあった参加型アイテムを来場者プ

レゼントとしてご用意しており、会場中が一体となってクイズや応援を通じてストーリーに参加でき

るのも特長です。コンサートならではの臨場感で、お子さまは笑顔いっぱいにノリノリに楽しめ、保

護者の方にとってはお子さまの成長を感じられる機会となっています。 

 さらに、英語のコンサートにおいては、発語に加えて、歌やダンスを通じて、体全体の英語反応を

引き出す演出が高い評価を得ているとともに、公演前後や休憩時間に、外国人の先生と英語のやり取

りを楽しむ時間が設けられているのも、日ごろの英語学習の成果を実感できる機会として評価をいた

だいています。  

 その他、コンサート限定グッズもご用意しており、ご家族での来場の記念、思い出の品として人気

となっています。 

 コンサートに来場されたかたからは、『お友だちを助けるシーンで、自然と「がんばれー！」と目

に涙を浮かべながら必死に応援していました。お話を理解して、気持ちをくみとれるようになったの

かなと嬉しく思いました。（3歳のお子さまのおうちのかた）』『はじめてのコンサートで、飽きず

に座ってみていられるか、他のかたに迷惑をかけないか、ドキドキでした。始まってみると、娘はひ

ざの上で熱心にステージを見つめ、しまじろうに「Hello!」と呼びかけていて、その姿に成長を感

じ、とても感動しました。（2歳のお子さまのおうちのかた）』などの声が寄せられています。 

また、2018年度も、5月25日（金）より夏のコンサートツアー開催が決定しています。 

ベネッセでは、来年 30 周年を迎える「こどもちゃれんじ」の商品、サービスとともに、お子さま

の成長を支える一生ものの意欲と自信を育む提案や考えるきっかけ、また、ご家族で過ごすかけがえ

のない親子時間を様々なサービスを通じてお届けしてまいります。 
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※１【ご参考：音楽情報ライブサービス「LiveFans」2017 年 1 月 26 日発表の『2016 年 年間ライブ動員ランキン

グ（総合）1 位～10 位』に、「しまじろうコンサート」の 2016 年間動員数を照らし合わせたものです。】 

■「2017 しまじろうコンサート クリスマス公演 ～おもちゃのくにの クリスマス～」の概要

歌・踊り・手遊びにクイズも！全身で楽しむ参加型コンサート。 

クリスマスムードたっぷりの世界で展開するお話を、しまじろうや

会場のみんなと一緒に楽しめるから、とっておきのクリスマスの思

い出になります。 

【構成】 第一部 30 分・休憩 10 分・第二部 35 分 

・小さなお子さまの集中力を考えた二部構成。 

・しまじろうたちと歌ったり、踊ったり、と参加性の高い公演。 

【ストーリー】 

「おもちゃのくに」のおもちゃたちは、雪の降る夜、プレゼントを

楽しみに待つ子どもたちのもとへサンタさんと出発します。ところ

が、今年のおもちゃのくには、雪が降る気配さえなく、おもちゃた

ちは心配そう。話を聞いたしまじろうたちは、雪を降らせる方法を

探しに行きます。おもちゃたちは無事に出発できるのでしょうか。 

【公演内容】 

お話の中には、定番のクリスマスソングや、すぐにマネできるダンス・手遊びがいっぱい！お子さまの元

気いっぱいの声にしまじろうが応えるから、自然と物語に入り込み、最後まで夢中で楽しめます。また、お

話を通じて、思いやりや優しい気持ちを育みます。 

【公演スケジュール】 

●北海道 札幌市 ：12/16 (土)・17(日) 

●宮城 名取市 ：12/16 (土)・17 (日) 

●東京 板橋区 ：11/4 (土) ～ 6 (月) 

 中野区 ：11/11 (土)・12 (日) 

 港区  ：12/12 (火)・13 (水) 

●神奈川 横須賀市：12/5 (火) 

 相模原市：12/8 (金) ～ 10(日) 

上位10位の 

アーティストに

比肩します。 しまじろうコンサート  489,000 
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●千葉 松戸市 ：11/17 (金) ～ 19 (日) 

●埼玉 南区   ：12/21 (木) 

(さいたま市) 大宮区 ：12/23 (土・祝)～25 (月) 

●栃木 宇都宮市：11/23 (木・祝) 

●群馬 前橋市 ：11/25 (土) 

●新潟 新潟市 ：11/24 (金) 

●石川 金沢市 ：11/26 (日) 

●静岡  浜松市 ：12/20 (水) 

●愛知 刈谷市 ：12/1 (金)・２ (土) 

名古屋市：12/3 (日)・4 (月) 

●三重 桑名市 ：11/30 (木)  

●滋賀 彦根市 ：12/6 (水) 

●京都 京都市 ：12/25 (月) 

●大阪 岸和田市：11/23 (木・祝) 

大阪市 ：12/8 (金) ～ 10(日) 

●兵庫 神戸市 ：12/1 (金) ～ 3(日) 

●奈良 大和郡山市: 12/11 (月) 

●和歌山 和歌山市：12/7 (木) 

●岡山 倉敷市 ：12/23 (土・祝)・24 (日) 

●広島 広島市 ：11/25 (土) 

●香川 高松市 ：11/24 (金) 

●福岡 福岡市 ：12/21 (木)・22 (金) 

●佐賀 鳥栖市 ：12/20 (水) 

【料金】 

全席指定：「こどもちゃれんじ」会員価格 2,160 円（税込）、一般価格 2,400 円（税込） 
※3 歳以上有料、3 歳未満は保護者 1 名につきお子さま 1 名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。 

※チケット料金のほかに規定の手数料が別にかかります。 

【チケットのお申し込み方法】 

チケットは、各プレイガイドからご購入いただけます。 

詳しくは以下の「しまじろうコンサート」公式 WEB サイトをご確認ください。 

http://kodomo.benesse.ne.jp/open/hiroba_concert/winter17/?s_oid=shima17winter_top_kouhou_1115_00599 

※会員価格は公式 WEB サイトからお申し込みいただいた場合のみ適用となります。 

■「2017 ベネッセの英語コンサート クリスマス公演 ～Happy Christmas Party～」の概要

しまじろうや Mimi と一緒に英語で遊べる参加型コンサート。会場の

みんなと一緒に大きな声で、クイズに答えたりゲームをしたり、大好き

な人に気持ちを伝え合ったり、家族の愛情を感じられる特別な１日にな

ります。 

【構成】 第一部 30 分・休憩 15 分・第二部 30 分 

・小さなお子さまの集中力を考えた二部構成。 

・しまじろうたちと歌ったり、踊ったり、参加性の高い公演。 

・発語のほか、体全体の英語反応を引き出すストーリーと演出。 

【ストーリー】 

今日は大好きな人と過ごす楽しいクリスマス。Mimi がパーティーでみ

んなに聞かせてあげようと持ってきた大切なオルゴールが壊れちゃっ

た！しまじろうたちはオルゴール職人の Andyの家へ向かって森の奥へ

と進んでいきます。オルゴールを直して、みんなで楽しいパーティーができるのでしょうか。 

http://kodomo.benesse.ne.jp/open/hiroba_concert/winter17/?s_oid=shima17winter_top_kouhou_1115_00599
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【公演内容】 

クリスマスツリーの飾りつけやお子さまが大好きなクイズを通じて、自然と英語の世界に入り込むことが

できます。参加型のストーリーでは、トナカイのまねをしたり、クリスマスソングを歌ったり踊ったり、小

さなお子さまでも体いっぱいに英語の楽しさを感じることができます。また、休憩中やロビーでは、外国人

の先生と英語でふれあい体験もできるので、会場全体で英語にたっぷりふれることができます。 

【公演スケジュール】 

●東京 文京区 ：11/11 (土) 

 練馬区 ：12/23 (土・祝) 

●神奈川 川崎市 ：11/3 (金・祝) 

 横浜市 ：11/5 (日) 

●茨城 日立市 ：11/4 (土) 

●千葉 八千代市：11/12 (日) 

●埼玉 浦和区  ：12/20 (水) 

(さいたま市) 大宮区 ：12/24 (日) 

●愛知 岡崎市 ：12/9 (土) 

江南市 ：12/10 (日) 

●兵庫 西宮市 ：11/18 (土) 

●滋賀 大津市 ：11/19(日) 

●大阪 岸和田市：11/26 (日) 

茨木市 ：12/16 (土) 

豊中市 ：12/17 (日) 

●岡山 倉敷市 ：11/25 (土) 

●広島 広島市 ：12/2 (土) 

●福岡 福岡市 ：11/23 (木・祝) 

【料金】 

全席指定：会員価格 2,880 円（税込）、一般価格 3,120 円（税込） 
※3 歳以上有料、3 歳未満は保護者 1 名につきお子さま 1 名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。 

※チケット料金のほかに規定の手数料が別にかかります。 

※会員価格とは「こどもちゃれんじ English」「Worldwide Kids」「こどもちゃれんじ」に入会されて 

  いるかたとなります。 

【チケットのお申し込み方法】 

チケットは、各プレイガイドからご購入いただけます。 

詳しくは以下の「ベネッセの英語コンサート」公式 WEB サイトをご確認ください。 

http://www.benesse.co.jp/global/english-concert/winter17/?s_oid=eck17winter_top_kouhou_1115_00600 

※会員価格は、公式 WEB サイトからお申し込みいただいた場合のみ適用となります。 

http://www.benesse.co.jp/global/english-concert/winter17/?s_oid=eck17winter_top_kouhou_1115_00600
tel:042-356-0657

