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2018 年 11 月 12 日
株式会社エアトリ

スキマスイッチ/sumika/のん/KEYTALK などが出演
豪華アーティストによる冬の音楽の祭典『エアトリ presents 毎日がクリスマス 2018』
参加アーティスト第四弾発表のお知らせ
株式会社エアトリ（本社︓東京都新宿区、代表取締役社⻑︓吉村 英毅、以下エアトリ）らが運営する、総合旅⾏プ
ラットフォーム「エアトリ」（URL︓https://www.airtrip.jp/）は、12 月 9 日(日)から 12 月 25 日（火）に開催され
る協賛音楽イベント『エアトリ presents 毎日がクリスマス 2018』について、参加アーティスト第 4 弾を発表しま
す。

エアトリはこのたび、協賛音楽イベント『エアトリ presents 毎日がクリスマス 2018』について、
「スキマスイッチ」
や「sukima」
「のん」「KEYTALK」「ビッケブランカ」の参加を新たに発表します。
【第 4 弾発表 参加アーティスト】
12 月 19 日公演 スキマスイッチ / sumika
12 月 23 日公演 昼の部 のん
12 月 23 日公演 夜の部 KEYTALK / ビッケブランカ

また、総合旅⾏プラットフォーム「エアトリ」において、エアトリ会員を対象とした「毎日がクリスマス 2018 招待
チケットプレゼントキャンペーン」を実施いたします。詳細は下記キャンペーンサイトよりご覧ください。
・「エアトリ presents 毎日がクリスマス 2018」キャンペーンサイト URL︓https://www.airtrip.jp/holynight/
【公演スケジュール及び応募受付】
公演日

アーティスト

応募受付

12 月 09 日（日）

永谷喬夫 / 椎名慶治 / SURFACE

12 月 10 日（月）

JASMINE / TEE 〜It's almost Christmas〜

受付終了

12 月 11 日（火）

アンジュルム〜電光石火アフターパーティー"SWEET ANGERME”〜

11 月 19 日まで

12 月 12 日（水）

wacci / 奥華子

応募終了

12 月 13 日（木）

THE King ALLSTARS / KEMURI 〜KING ROCKERS Vol.4〜

11 月 19 日まで

12 月 14 日（⾦）

中田裕二 / NakamuraEmi

受付終了

12 月 15 日（土）

馬場俊英

11 月 19 日まで

12 月 16 日（日）

田口淳之介

12 月 17 日（月）

ダイスケ / D.W.ニコルズ

11 月 19 日まで

12 月 18 日（火）

SILENT SIREN 〜「静」なる夜の「SIREN」NIGHT〜

11 月 19 日まで

12 月 19 日（水）

スキマスイッチ×sumika

12 月 1 日受付開始

12 月 20 日（木）

Coming soon

12 月 21 日（⾦）

ねごと / chelmico

12 月 22 日（土）

ISEKI

TOUR 18ʼ 〜CROSS HEART 〜 FINAL IN 毎日がクリスマス

11 月 19 日まで

12 月 23 日（日）

昼公演

のん

12 月 1 日受付開始

12 月 24 日（月）

Anly / K

12 月 25 日（火）

でんぱ組.inc/他

〜winter triangle〜

（ゲスト︓加藤いづみ）Honey L Days〜屋根裏部屋のクリスマス〜
〜Luxury Live Tour 2018 追加公演〜

夜公演

受付終了

11 月 19 日まで

11 月 19 日まで
KEYTALK ビッケブランカ

11 月 19 日まで
〜聖なる☆ディアステージ〜

11 月 19 日まで

■「エアトリ presents 毎日がクリスマス 2018」イベント概要
冬の音楽の祭典「毎日がクリスマス 2018」今年も横浜⾚レンガホールで開催決定︕
2008 年、横浜ランドマークホールで始まった当イベントは、⾚レンガ倉庫に場所を移動し、2017 年には 10 周年を
迎えました。毎年数多くの⼈気アーティストが出演することから、クリスマスにライブを⾒るなら「毎日がクリスマス」
と⾔われるほどに成⻑。
そして、
「クリスマスに特別なライブを」というアーティストの「想い」と、⾚レンガ倉庫のイメージがマッチした結
果、⼩さなキャパシティでは普段⾒ることのできない「全公演プレミアムライブ」が実現しています。
11 周年目となる今年は、気持ちを新たに素晴らしいアーティストが参戦することが決定しており、本イベントの来場
者数は約 1 万⼈を⾒込んでおります。
・日程
｜12 月 9 日（日）〜12 月 25 日（火）（計 17 日間）
・場所
｜横浜⾚レンガ倉庫１号館３F ホール
・公式ホームページ
｜http://holynight.jp
・トレーラー映像
｜https://youtu.be/LWl6rw3p1WE
・主催
｜毎日がクリスマス実⾏委員会
・「毎日がクリスマス 2018」に関するお問い合わせ先
｜KM ミュージック 045-201-9999（平日 11:00〜18:00）

日本最⼤級総合旅⾏プラットフォーム
「エアトリ」（https://www.airtrip.jp/）

「エアトリ」は、国内外の格安航空券やツアー、ホテルを中⼼に新幹線や
レンタカー、アクティビティまで幅広い旅⾏商品を取扱うオンライン総合旅
⾏サービスです。24 時間利⽤可能なリアルタイム検索や空席照会・即時予
約・決済などオンラインならではのサービスを提供しています。
航空券は 1,500 以上の都市・2 万以上のコースが即時予約可能。ホテル
は国内外の約 8,000 都市・約 60 万軒と日本最⼤級の取扱い数となってい
ます。

本件に関するお問い合わせ先
株式会社エアトリ PR担当︓井上
TEL:03-6866-5975 FAX:03-6866-5979
E-Mail:media-pr@airtrip-corp.com

