
2016 年
1月 16 日（土）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）
GETCHA! 阪神淡路大震災チャリティー LIVE
開場時間　PM 5：00 ～　開演時間　PM 6：00 ～
料金（税込）　前売￥2,000　当日￥2,500
※別途ドリンク代￥500 要

３月18日（木）  | 　うどん な也（兵庫県神戸市灘区）
GETCHA! うどん de ディナーショー in な也
開場時間　PM 7：00 ～　開演時間　PM 8：00 ～
料金（税込）　￥1,000　※飲食代別途要

4月 2日（土）  |  　第 28 回 芦屋さくらまつり（兵庫県芦屋市）

会場　芦屋川（大正橋界隈）
出演時間　緑地ステージ　PM 4：00 ～　
メインステージ　PM5：45 ～

5 月 10 日（土）  |  　新開地音楽祭（兵庫県神戸市中央区）
会場　公園ステージ
出演時間　PM 1：30～

7 月 24 日（日）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）

日浦孝則 ( 元 class）ライブツアー 2016 in KOBE with GETCHA!
開場時間　PM 5：30 ～　開演時間　PM 6：30 ～
料金（税込）　前売￥2,500　当日￥3,000　
※別途ドリンク代￥500 要

10 月 9日（日）  |  　第 29 回　あしや秋まつり（兵庫県芦屋市）

会場　芦屋市立精道小学校グラウンド
出演時間　PM 12：55 ～

2017 年
1月 21 日（土）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）
阪神淡路大震災 チャリティー LIVE2017　” Yell For Dear Friends"
GETCHA! ワンマン LIVE
開場時間　PM 5：30 ～　開演時間　PM 6：30 ～
料金（税込）　前売￥2,000　当日￥2,500　
※別途ドリンク代￥500 要

4 月 1日（土）  |  　第 29 回　芦屋さくらまつり（兵庫県芦屋市）
出演時間　PM １：45 ～（緑地ステージ）　
PM ３：40 ～（メインステージ）

7月 9日（日）  | 　kukahi（兵庫県明石市松江海岸）
伊藤銀次×成瀬英樹　” 夏のミニツアー” with GETCHA!
開場時間　PM 2：30 ～　開演時間　PM 3：30 ～
料金（税込）　￥4,500　※別途オーダー制です

10 月 1日（日）  |  　一之宮神社 秋まつり（兵庫県加東市）
GETCHA! ゲスト出演時間　PM3:00~　（特設ステージ）

11 月 12 日（日）  | 　姫路みなとドーム（兵庫県姫路市）
NPO法人　はなのいえ　チャリティ　LIVE ゲスト出演
開催時間　AM10：00 ～ PM 4：00　
GETCHA! 出演時間　AM11：35 ～ 12：05

2018 年
1月 28 日（日）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）

GETCHA! ワンマン LIVE　阪神淡路大震災 チャリティー LIVE2018
　” This Winter's Tale With You"　
開場時間　PM 5：30 ～　開演時間　PM 6：30 ～
料金（税込）　前売￥2,000　当日￥2,500　
※別途ドリンク代￥500 要

3 月 11 日（日）  | 　東北復興支援イベント LOVE フェス 3.11
（大阪市浪速区）
会場　湊町リバープレイス（プラザ３）
開催時間　AM 11：00 ～ PM6：00　
※GETCHA! の出演時間　PM3：50 ～　トークセッションは
PM2：00 ～　入場観覧は無料。

4月 8日（日）  |  　第 30 回　芦屋さくらまつり（兵庫県芦屋市）
出演時間　AM11：55 ～（緑地ステージ） 
PM 2：35 ～（メインステージ）
※入場観覧は無料。

4月 29 日（日）  |  　芦屋ジャズ・フェスティバル（兵庫県芦屋市）
会場　KARAOKE＆LIVE CAFE  EJ   出演時間　PM4：00 ～ 
※入場観覧は無料。

7月 20 日（金）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）
伊藤銀次＋成瀬英樹＋GETCHA!　「KOBE POP GENERATIONS」
開場時間　PM 5：30 ～　開演時間　PM 6：30 ～
料金（税込）　前売￥4,000　当日￥4,500　※別途ドリンク代￥500 要

2019 年
1月 26 日（土）  | 　モズライトカフェ（兵庫県神戸市中央区）
阪神淡路大震災 チャリティー LIVE2019　
GETCHA! チャリティーワンマン LIVE
開場時間　PM 5：00 ～　開演時間　PM 6：00 ～
料金（税込）　前売￥2,000　当日￥2,500　※別途ドリンク代￥500 要

4 月 7日（日）  |  　第 31 回　芦屋さくらまつり（兵庫県芦屋市）
出演時間　PM1：30 ～（緑地ステージ） 
PM 5：00 ～（メインステージ）
※入場観覧は無料。
5月 18 日（土）  | 　チキンジョージ（兵庫県神戸市中央区）
KOBE CONNECTION
MĀNA SPECIAL EDITION BAND!!, 神威 , マサル＆ナル the band,GETCHA!
開場時間　PM 5：00 ～　GETCHA! 出演時間　PM 7：40 ～
料金（税込）￥1,500　※別途飲食代￥1,000 要

7 月 21 日（日）  | 　スターティング オーバー
（兵庫県神戸市中央区）
S's Booking Live
HITOMI with soul circus, NORIKO ODA, GETCHA!
開場時間　PM 7：00 ～　GETCHA! 出演時間　PM 8：50 ～
料金（税込）￥1,500　※ドリンク代要

10 月 20 日（日）  | 　芦屋ルナホール（兵庫県芦屋市）
GETCHA! ワンマン　LIVE IN ASHIYA ～この町が好き～
主催：a.d.p、芦屋市、芦屋市教育委員会　後援：ラジオ関西
開場時間　PM 2：00 ～　開演時間　PM 3：00 ～
料金（税込）￥500　※チケットの予約が必要。


