
 

 

 

 

 

 

 

名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 が劇場公演デビュー12 周年を記念し、総配信時間 30 時間以上、総楽曲数 188 曲以
上という配信ライブを開催!10 月 3 日（土）～5 日（月）の 3 日間に渡り、AICHI SKY EXPO より過去 12 年間に劇場で
行われた 12 の公演を現メンバーでリバイバルさせるという、SKE48 史上初!最大かつ最⾧の配信 LIVE フェスが、本日開幕いたし
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝 9:00 からのオープニングは、「ファンの皆さんに会いたい」そんなメンバーの思いを込めて、2009 年にチーム KII の最初の公演と
して上演された「会いたかった」公演で幕を開けました。 

各公演に 30 名様ずつお客様をご招待した会場で開演後、メンバー全員が感慨深い表情で、「ペンライトのある景色を見るのが久
しぶりで」と口にすると、「10 期生は(2 月の静岡)エコパアリーナ以来の 2 回目」、「カメラのところにもペンライトがあるけど、やっぱり違
う」とお客様を迎えてこのイベントを開催できたことを喜び合いました。16 名での公演は 7 ヶ月以上ぶりとなり、ユニットで次々に様々な
衣装替えをするパフォーマンスも久しぶりの披露となりました。途中、メンバー全員がステージからフロアに下りてパフォーマンスするという、
配信ライブならではの演出もあり、フロアの離れた位置の客席から見守っていただいている観客の皆様にも喜んでいただきました 
 
 2 公演目には強者揃いのチーム KⅡメンバーがメインで出演する「0start」公演、3 公演目はアイドルらしさ全開の「パジャマドライ
ブ」公演と、それぞれ特色のある公演が続いた後、今年はオンラインフェスとしての開催となった「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライ
ン 2020」に AICH SKY EXPO から出演。 

更に、2008 年 10 月の SKE48 の劇場公演スタートと共に上演されてきた「PARTY が始まるよ」公演を 7 期生とドラフト 2 期生
のメンバーと研究生で。そして、2009 年 10 月初演のチーム S オリジナル劇場公演だった「制服の芽」公演で初日を締めくくりました。 

 
運動量がものすごく「最もきつい公演」とも評される、SKE48 らしさを

最大限に表現した「制服の芽」公演に出演した 3 期生の須田亜香里
は、「３日連続でこんな大きな会場でできるのはファンの方がいないと絶
対無理だと思うことなので、私たちのことを期待してくれている方がこんな
にもいらっしゃるんだということをまず一日目で感じたのと、懐かしい曲をど
んどんやっていく今回のイベントですが、自分が出演しない公演を裏で聴
いていてすごく懐かしくて、当時のことを思い出すけど今のメンバーを見る
と、今の SKE48 好きだなって実感できる、SKE48 をもっと好きになった
一日でした。一日目、楽しかったです!」とコメントしました。 
 

劇場デビュー12 周年を祝う本イベントは、本日から 3 日間の開催を
予定しており、配信ライブとして観覧いただけます。 
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SKE48 劇場デビュー12 周年を記念し、 

AICH SKY EXPO で総配信時間 30 時間超えの配信ライブ開幕！ 



今回の配信では、Streaming +、FanStream、LINE LIVE-VIEWING といった配信プラットフォームに加え、JOYSOUND 
MAX GO 設置のカラオケルームにて、大画面・大音量でライブ配信をお楽しみいただけるという「みるハコ」でのライブ・ビューイングも今
回新たに導入され、4 つのプラットフォームで配信されています。このうち、FanStream と LINE LIVE-VIEWING ではチケット販売
受付中。アーカイブ配信も含めてご覧いただけます。 
 

明日 10 月 4 日（日）は、2009 年 2 月にスタートした SKE48 初のオリジナル公演で、唯一のオリジナルメンバー1 期生の松
井珠理奈も出演する予定の「手をつなぎながら」公演を含む 5 公演。 
明後日 10 月 5 日（月）は、「私たちに公演をやらせてください!」というメンバーからの魂の叫びから生まれた「ラムネの飲み方」公
演、2013 年新チーム公演セレクション投票によって決定した「シアターの女神」公演の 2 公演に加え、「SKE48 12th 
Anniversary Fes 2020～12 公演一挙披露祭～」のグランドフィナーレとして 12 周年特別ライブを予定しています。 
生き生きした表情の SKE48 メンバーのパフォーマンスを是非お楽しみいただけますと幸いです。 
 
「SKE48 12th Anniversary Fes 2020～12 公演一挙披露祭～」 
AICHI SKY EXPO から生配信 
 
＜2020 年 10 月 3 日（土）＞ 
9:00～11:00 「会いたかった」公演 
上村亜柚香・江籠裕奈・斉藤真木子・川嶋美晴・鈴木恋奈・平野百菜・青木莉樺・五十嵐早香・ 
石塚美月・伊藤実希・木内俐椛子・⿁頭未来・澤田奏音・杉山歩南・西井美桜・林美澪 
11:30～13:30 「0start」公演 
青木詩織・荒井優希・大芝りんか・太田彩夏・大場美奈・岡本彩夏・片岡成美・北野瑠華・惣田紗莉渚・ 
中野愛理・古畑奈和・水野愛理・相川暖花・浅井裕華・井田玲音名・倉島杏実・竹内ななみ 
14:00～16:00 「パジャマドライブ」公演 
青海ひな乃・赤堀君江・荒野姫楓・大谷悠妃・北川愛乃・都築里佳・青木詩織・江籠裕奈・ 
竹内彩姫・池田楓・井田玲音名・佐藤佳穂・田辺美月・谷真理佳・西満里奈・深井ねがい 
16:35～16:50 「TOKYO IDOLE FESTIVAL 2020」 
井上瑠夏・北川愛乃・野島樺乃・荒井優希・江籠裕奈・大場美奈・惣田紗莉渚・竹内彩姫・日高優月・ 
古畑奈和・浅井裕華・鎌田菜月・熊崎晴香・佐藤佳穂・末永桜花・菅原茉椰・須田亜香里・髙畑結希 
17:30～19:30 「PARTY が始まるよ公演」 
上村亜柚香・杉山愛佳・野島樺乃・太田彩夏・片岡成美・水野愛理・相川暖花・浅井裕華・ 
倉島杏実・末永桜花・菅原茉椰・高畑結希・鈴木愛菜・鈴木恋奈・中坂美祐・藤本冬香 
20:00～22:00 「制服の芽」公演 
青海ひな乃・石黒友月・井上瑠夏・松本慈子・岡本彩夏・北野瑠華・竹内彩姫・日高優月・ 
鎌田菜月・熊崎晴香・佐藤佳穂・須田亜香里・田辺美月・平田詩奈・深井ねがい・福士奈央 
 
＜2020 年 10 月 4 日（日＞ 
9:00～11:00 「僕の太陽」公演 
大谷悠妃・野島樺乃・松本慈子・山内鈴蘭・青木詩織・荒井優希・大場美奈・惣田紗莉渚・ 
中野愛理・日高優月・倉島杏実・福士奈央・入内嶋涼・川嶋美晴・中坂美祐・藤本冬香 
11:30～13:30 「手をつなぎながら」公演 
井上瑠夏・北川愛乃・坂本真凛・仲村和泉・野村実代・松井珠理奈・浅井裕華・池田楓・ 
鎌田菜月・菅原茉椰・高畑結希・田辺美月・谷真理佳・西満里奈・平田詩奈・深井ねがい 
14:00～16:00 「逆上がり公演」 
青海ひな乃・赤堀君江・荒野姫楓・石黒友月・大谷悠妃・都築里佳・松本慈子・大芝りんか・ 
日高優月・古畑奈和・水野愛理・相川暖花・井田玲音名・倉島杏実・斉藤真木子・末永桜花 
16:30～18:30 「青春ガールズ」公演 
池田楓・石川花音・入内嶋涼・竹内ななみ・平野百菜・青木莉樺・五十嵐早香・石塚美月・ 
伊藤実希・加藤結・木内俐椛子・⿁頭未来・澤田奏音・杉山歩南・西井美桜・林美澪 
19:00～21:00 「RESET」公演 
赤堀君江・荒野姫楓・石黒友月・井上瑠夏・上村亜柚香・坂本真凛・杉山愛佳・都築里佳・ 
仲村和泉・野島樺乃・野村実代・山内鈴蘭・江籠裕奈・斉藤真木子・福士奈央・鈴木愛菜 
 
＜2020 年 10 月 5 日（月）＞ 
15:30～17:30 「シアターの女神」公演 
北川愛乃・山内鈴蘭・青木詩織・荒井優希・太田彩夏・大場美奈・惣田紗莉渚・高柳明音・ 
鎌田菜月・熊崎晴香・佐藤佳穂・菅原茉椰・須田亜香里・高畑結希・西満里奈・平田詩奈 
18:00～20:00 「ラムネの飲み方」公演 
上村亜柚香・杉山愛佳・坂本真凛・仲村和泉・野村実代・荒井優希・大芝りんか・岡本彩夏・ 
片岡成美・北野瑠華・高柳明音・中野愛理・古畑奈和・水野愛理・末永桜花・石川花音 



20:30～21:00 12 周年特別 LIVE 
SKE48 ※不参加メンバー:白井友紀乃、杉山歩南、中坂美祐、林美澪、平野百菜 
 
【チケット】 
＜配信プラットフォーム:Streaming +、 FanStream＞ 
・1 日通し券 10 月 3 日(土)  ファンクラブ会員:6,800 円(税込)  一般販売:8,000 円(税込) 
・1 日通し券 10 月 4 日(日)  ファンクラブ会員:6,800 円(税込)  一般販売:8,000 円(税込) 
・1 日通し券 10 月 5 日(月)  ファンクラブ会員:4,000 円(税込)  一般販売:4,800 円(税込) 
・各公演一般視聴券:各公演 2,000 円(税込) 
Streaming＋⇒https://eplus.jp/ske48-stp/ （現在は販売終了） 
FanStream お申し込み⇒https://tixplus.jp/feature/ske48_12thanniversary_part/ 
 
＜配信プラットフォーム:LINE LIVE-VIEWING＞ 
・各公演一般視聴券:各公演 2,000 円(税込) 
LINE LIVE-VIEWING お申し込み⇒http://ticket-blog.line.me/archives/23555117.html 
 
＜配信プラットフォーム:みるハコ＞ 
・各公演 1 ルーム最大 3 名視聴可能:6,000 円(税込)＋別途室料 
みるハコお申し込み⇒https://joysound.com/st/2010sek48lv_miruhaco （現在は販売終了） 
 
■SKE48 Anniversary Fes 2020～12 公演一挙披露祭～特設サイト 

⇒http://12th.ske48.co.jp 
 
■SKE48 公式 HP 

⇒http://www.ske48.co.jp/ 
 

株式会社ゼスト 
E-mail info@zest-corp.com 

 

本件に関するお問い合わせ 


