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11 月 19 日（木）スタート！ 

配信イベント「テレ東文化祭」開催! 

ラインナップ第二弾を発表します! 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村淳と人気声優がオタクの未来を考える！ 
更に…赤ちゃんのための配信イベント、生理 CAMP 

テレ東女性アナウンサーのマンガトークなど 

テレ東ならではの異例コンテンツが続々登場！ 
 

 

11月 19日(木)から順次スタート!テレビ東京が送る一大配信イベント 

「テレ東文化祭」 
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11月 19日はテレ東文化祭の目玉企画からスタート！ 

「乙女ロード」に「アニメ聖地」・・・いまや池袋は“推し事”に励む女性の街に！ 

そんな池袋の進化を加速させる池袋 KAWAIIプロジェクト始動！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 【無料】11月 19日(木)18:30～ 

「池袋KAWAIIプロジェクト始動！バーチャル豊島区長・田村淳と池袋KAWAIIつく

る大会議！」 

マンガ・アニメ・ゲーム・アイドルなど、“推し事”に励む女性を中心に池袋をもっと女性が楽しめる街にしていこうと動き出した「池袋

KAWAII プロジェクト」。バーチャル豊島区長・田村淳と人気声優が、推しと池袋を愛する池袋ガールズと一緒にプロジェクトの未

来、そして夢の池袋を考える“池袋 KAWAII つくる大会議”でプロジェクトの華々しいスタートを切ります！ 

 

【出演】 

MC：田村淳（ロンドンブーツ 1 号 2 号）、相内優香（テレビ東京アナウンサー） 

ゲスト：天﨑滉平（声優）、石谷春貴（声優） 他 

池袋ガールズ：優希クロエ（純情のアフィリア）、うぶのハツナ（ふりいくっ！）、池谷実悠（テレビ東京アナウンサー）他 

【配信】 テレビ東京公式 YouTube、LINE LIVE にて無料生配信 

 

 

② 【有料】11月 19日(木)21:00～ 

「池袋 KAWAIIプロジェクト presents 100%女子ウケアニソンライブ！」 

 “100％女子ウケ”をテーマにした、アニメを愛する女性に贈るスペシャルなライブ！池袋 KAWAII プロジェクトでしか見られない

特別なコラボもお見逃しなく！ 

【出演】 オーイシマサヨシ、やなぎなぎ、吉岡亜衣加（50 音順） 他 

【配信】 Streaming＋にて有料生配信（24 時間アーカイブ視聴可能） 

【チケット販売期間】11/9(月)18:00～11/19(木)23:59 

【チケット料金】2,500 円 
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11月 20日(金)～29日(日) 

「テレ東“ほぼほぼ”無観客フェス」注目の続報! 

 

 

 

 

 

 

 

① 【有料】11 月 21 日(土) 14:00 開演 「みんなでうたおう！『シナぷしゅ』コンサー

ト」 

テレビ東京にて毎週月～金 朝 7時 35分～8時 00分に放送している乳幼児向け番組「シナぷしゅ」で人気の歌が大集合！

東大赤ちゃんラボが監修。赤ちゃんが泣きやむと話題の歌の数々を、テレビでは見られないアーティストたちと一緒に歌いません

か？音楽で赤ちゃんの脳に刺激と楽しみを。夢の１時間のコンサートの始まりです！ 

 

【出演者】 進行：松丸友紀（テレビ東京アナウンサー）狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）  

出演：河口恭吾、LOVE、樋口太陽、海蔵亮太、岡江真一郎、彩夏子（予定） 

【チケット販売期間】2020 年 11 月 7 日(土)12:00～11 月 23 日(月・祝)19:00 

【チケット料金】1,200 円 

 

 

 

② 【有料】11月 23 日(月・祝) 15:00 開演 「教えてドクター！生理 CAMP2020 

オンライン」 

８月に放送された「生理 CAMP2020」。深夜２時放送にも関わらず twitter でトレンド入りし、放送後も「PMS について知り

たい」「産後の生理について知りたい」「更年期を取り上げて！」と沢山の意見が寄せられました。そこで!「オンライン 生理&カラダ

の悩み相談所」を『生理 CAMP』で開催!「#生理 CAMP」でツイートするとあなたの悩みや質問に先生やタレントの皆がリアルタ

イムで答えます！ 

 

【出演者】 SHELLY、黒沢かずこ（森三中）、SP ゲスト：稲葉可奈子（産婦人科医） 

【担当】工藤里紗（「生理 CAMP2020」「シナぷしゅ」「アラサーちゃん」プロデューサー） 

【チケット販売期間】2020 年 11 月 7 日(土) 12:00～11 月 25 日（水）19:00 

【チケット料金】1,500 円 
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③ 【有料】11月 23日(月・祝) 19:00開演 「話題沸騰！ドラマ『共演NG』の本当

にここでしか聞けない舞台ウラ話」 

 絶賛放送中のテレ東が社運をかけたドラマ「共演 NG」のキャストによる撮影現場の裏話トーク！ここまで観てくださった番組ファ

ンのために、ある意味ドラマの内容よりも大変だった（!?）制作現場の裏話トークを公開。さらには後半戦のみどころも。 

 

【出演者】 小野花梨、小島藤子、迫田孝也、細田善彦、若月佑美 ほか （五十音順） 

【チケット販売期間】2020 年 11 月 7 日(土) 12:00～11 月 25 日（水）19:00 

【チケット料金】1,000 円 

 

④ 【有料】11月 25日(水) 20:00開演 「女性アナ本気まんが部」 

アナウンサーじゃなかったら、こんな恋してみたいー。そんな思いを女性アナウンサーが本気でマンガ原作にして発表します！「このシ

チュエーションで恋してみたい」「こんな設定、斬新じゃない？」「こんな登場人物素敵じゃない？」などそれぞれの妄想が爆発。そし

て完成したマンガ原作は…プロの新人漫画家に書いてもらい、イベントで女性アナウンサー自身がアテレコ！一体どんな作品が登

場するのか、注目です！ 

 

【出演者】  ※タイトルは変更になる可能性があります 

森本智子（テレビ東京アナウンサー） タイトル「火星人と結婚する、わたし」 

相内優香（テレビ東京アナウンサー） タイトル「愛すべき、こじらせ男子図鑑」 

狩野恵里（テレビ東京アナウンサー） タイトル「スズメの恋」 

角谷暁子（テレビ東京アナウンサー） タイトル「大正ロマン恋物語」 

池谷実悠（テレビ東京アナウンサー） タイトル「宝塚ファンが萌える、オフィス LOVE」 

田中瞳 （テレビ東京アナウンサー）  タイトル「全てを滅却する、秘密のメガネ」 

【担当】 高橋弘樹（テレビ東京プロデューサー） 

【チケット販売期間】2020 年 11 月 7 日(土) 12:00～11 月 27 日（金）19:00 

【チケット料金】1,500 円 

 

 

⑤ 【有料】11月 29日(日) 14:00開演 「THEカラオケ★バトル U-12 vs U-18 

vs 大学生王者 生採点！＆高得点のコツ教えちゃいます」 

THE カラオケ★バトルの配信イベント！番組が誇る"U-12 vs U-18 vs 大学生"の歌うまオールスターが 2 人ずつのチームを組

んで生採点バトル。森アナウンサーも大人代表として参戦!?さらに放送では話せないマシン採点のコツをぶっちゃけトークします！

           

  

【出演者】  

ＭＣ：森香澄（テレビ東京アナウンサー） 

堀優衣・小豆澤英輝（大学生）鈴木杏奈・佐久間彩加（U-18）加藤礼愛・櫻井佑音（U-12） 

【チケット販売期間】2020 年 11 月 7 日(土) 12:00～12 月 1 日（火）19:00 

【チケット料金】1,500 円 

 

 



 

2020年 11月 6日 

         テレビ東京 広報局 

 5 / 6 

 

「いやいや、イベントありすぎてわからん!!」 

「この追加５公演も全て味わっちゃおう…!」という心優しい方々には 

お得な『テレ東“ほぼほぼ”無観客フェス 第２弾配信セット券』も 

777枚限定先着販売!! 

気になる情報はテレビ東京イベント公式ホームページ 

http://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/ を要チェック! 

続報もお待ちください!! 

 

開催概要 

【イベントタイトル】 「テレ東文化祭」 

【日程】 「テレ東ほぼほぼ無観客フェス」2020 年 11 月 19日(木)～11 月 30 日(月)、12 月 5 日(土) 

【チケット発売】 テレ東ほぼほぼ無観客フェス第２弾は 2020 年 11 月 7 日（土）12:00 チケット販売開始 

 

【チケット情報】 各イベントチケット URL 

■11 月 20 日（金）20:00 開演（19:30 開場）「P集合オープニングイベント」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-opening/ 

■11 月 21 日（土）14:00 開演（13:30 開場） 「みんなで歌おう！「シナぷしゅ」コンサート」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-synapusyu/ 

■11 月 21 日（土）20:00 開演（19:30 開場） 「さまぁ～ず東京」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-summers/ 

■11 月 22 日（日）20:00 開演（19:30 開場） 「生でやりすぎ都市伝説ナイト」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-toshidensetsu/ 

■11 月 23 日（月・祝）15:00 開演（14:30 開場） 「オンライン生理キャンプ」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-seikyoiku/ 

■11 月 23 日（月・祝）19:00 開演（18:30 開場） 「共演 NG」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-kyouen-ng/ 

■11 月 23 日（月・祝）20:00 開演（19:30 開場） 「女性アナ本気まんが部」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-mangabu/ 

■11 月 24 日（火）20:00 開演（19:30 開場） 「ハイパーハードボイルド 生 闇鍋」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-yaminabe/ 

■11 月 26 日（木）20:00 開演（19:30 開場） 「FOOT×BRAIN」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-footbrain/ 

■11 月 27 日（金）20:00 開演（19:30 開場） 「追跡 LIVE! Sports ウォッチャー」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-tuisekilive/ 

■11 月 28 日（土）14:00 開演（13:30 開場） 「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-rosenbus/ 

■11 月 28 日（土）20:00 開演（19:30 開場） 「生勇者ああああ」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-heroaaaa/ 

■11 月 29 日（日）14:00 開演（13:30 開場） 「U-12 vs U-18 vs 大学生 王者生配信バトル！＆高得点のコツ

教えちゃいます SP」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-battle-kotusp/ 

http://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/
https://w.pia.jp/t/tvtokyo-mangabu/
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■11 月 29 日（日）20:00 開演（19:30 開場） 「クズか、宝か！？」 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-sakuma/ 

 

【動画配信】テレ東ほぼほぼ無観客フェス 配信セット券  

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-set/ 

【動画配信】テレ東ほぼほぼ無観客フェス 第２弾配信セット券 777 枚限定！ 

https://w.pia.jp/t/tvtokyo-set2/ 

【TX ミクサ公式 HP】 

https://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/event/tvtokyo_fes202011 

【チケットぴあまとめページ】 https://t.pia.jp/pia/events/tvtokyo-fes/ 

 

 

▼各イベントの配信チケット料金は下記 HP をご確認ください 

【テレ東“ほぼほぼ”無観客フェス】 https://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/event/tvtokyo_fes202011 

 

【会場観覧販売に関するお問い合わせ】 チケットぴあインフォメーション 0570-02-9111（平日 10：00～18：00） 

【PIA LIVE STREAM 視聴に関するお問い合わせ】 チケットぴあ 017-718-3572（平日 10：00～18：00） 

【イベントに関するお問い合わせ】 テレビ東京 イベント事業部 03-3587-3000 （平日 11:00～17:00） 

 

【テレビ東京イベント公式 HP】 http://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/ 

【池袋 KAWAII プロジェクト公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/event/ikebukuro_kawaiipj 

【イケボライブ公式 HP】 http://tx-seiyukai.com 

 

 

https://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/event/tvtokyo_fes202011
http://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/
https://www.tv-tokyo.co.jp/mixalive/event/ikebukuro_kawaiipj
http://tx-seiyukai.com/

