「大阪府文化芸術活動（無観客ライブ配信）支援事業補助金」を活用した無観客ライブ配信一覧

8月31日時点

ジャンル：演劇
※配信日が過ぎても、アーカイブ動画が視聴できる場合があります。それぞれの配信先URLをご確認ください。
施設名
ステージプラス

カテゴリー
演劇

事業内容（出演者）
『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）

配信予定時期

配信先URL（配信先が決定したものから記載しております。）

視聴費用

8月30日(日) 13時から

https://mumeigekidan.net/stage/zawazawa/

有料

8月30日(日) 15時から

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=28919

有料

演劇パフォーマンス『青娥の夜會
藝術工場⦿カナリヤ条約

演劇

2020』（せんのさくら、有川智華、
大下真緒里、関根美帆、吉岡佳奈、森
下ユウキ）

ステージプラス

演劇

『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）

8月30日(日) 16時から

https://mumeigekidan.net/stage/zawazawa/

有料

ウイングフィールド

演劇

仮想劇場短編演劇祭（万博設計）

8月30日(日) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

6月27日(土) 17時から

https://t.livepocket.jp/e/g7ja8

有料

7月5日(日) 16時から

https://vimeo.com/434591536/4a0d66ec7b

有料

7月5日(日) 20時から

https://vimeo.com/434595347/261ad5da15

有料

7月7日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/013ktf111q27r.html

有料

7月14日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/013ktf111q27r.html

有料

7月18日(土) 20時から

http://www.thekio.co.jp/shop/

有料

7月19日(日) 19時から

http://www.thekio.co.jp/shop/

有料

一人芝居＆生演奏（土井良祐、西島
Studio&Snack bar

朋

演劇

諄、染行エリカ、水無月じゅん、かな
め樹里）

amHALL

演劇

『持ち主不明～あたしとかこと～１』
（一明一人、美香本響、中前りおん）
『持ち主不明～あたしとかこと～２』

amHALL

演劇

（生田朗子、鈴木洋平、佐合井マリ
子）

Regalo Gallery & Theater

演劇

Regalo Gallery & Theater

演劇

オーバルシアター

演劇

オーバルシアター

演劇

観客選択型演劇（太陽、高瀬川すてら
（劇団ZTON/Sword Works））
観客選択型演劇（田北良平(リアル
ム)、BANRI）
コンテンポラリーサーカス
（OsakaMasters）
コンテンポラリーサーカス
（OsakaMasters）

『青頭巾』（ヨッシー原本、後藤基
石炭倉庫

演劇

昭、白矢一、金田光子、あんがいおま

7月21日(火) 16時から

https://www.youtube.com/watch?v=BsH5fkHpJuE&feature=youtu.be

無料

7月21日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/013ktf111q27r.html

有料

7月22日(水) 17時から

https://v2.kan-geki.com/live-streaming/ticket/12

有料

る、亀井澄夫）
Regalo Gallery & Theater

演劇

観客選択型演劇（西野内仁志（劇団ア
ルファー）、金澤宏美）
パフォーマンスショー（志水博昭、妃

道頓堀ZAZA BOX

演劇

那マリカ、細川慶太良、西島諄、染行
エリカ）
コメディ『探偵ナイト魂』（森崎正

in→dependent theatre 1st

演劇

弘、上田泰三、早川丈二（以上

7月23日(木) 19時30分から https://v2.kan-geki.com/

有料

7月23日(木) 20時30分から https://v2.kan-geki.com/

有料

7月25日(土) 10時から

http://www.thekio.co.jp/shop/

無料

7月25日(土)

https://w.pia.jp/t/hephall-pls/

有料

7月25日(土) 18時から

https://v2.kan-geki.com/streaming/play/1767

有料

7月26日(日) 17時から

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=28210

有料

7月26日(日)

https://tiget.net/events/96330

有料

7月28日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/013ktf111q27r.html

有料

MousePiece-ree））
時代劇『君が為～恋風は楊梅の薫り
in→dependent theatre 1st

演劇

～』（ドヰタイジ、寺井竜哉、下浦貴
士（以上STAR☆JACKS）、畠山薫
（Cheeky☆Queens）

オーバルシアター

演劇

人形劇『FOXES

きつね』（KIO）

リーディング芝居『一番の誕生日！』
HEP

HALL

演劇

（小池裕之、南川泰規、駒野侃、上瀧
昇一郎、古谷ちさ）
芝居、ダンス（山本彩葉、朝比奈愛

アカルスタジオ

演劇

恵、佐野大貴、峯新史、西島モネ、森
下開

等）

一人芝居、二人芝居（松尾璃空・森下
藝術工場⦿カナリヤ条約

演劇

ユウキ・白井創・関根美帆・長島美夏
子・白川優弥・吉岡佳奈・加島未来）
短編戯曲『保健室で抜く男子高校生の

HEP

HALL

演劇

話』（福田薫、中島大、古見時夢、辻
谷敬亮）

Regalo Gallery & Theater

演劇

観客選択型演劇（為房大輔（劇団
ZTON）、山岡美穂）

観客選択型演劇（大曽根クルール（劇
Regalo Gallery & Theater

演劇

団ウンウンウニウム）、宇佐美みお

8月4日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/011ns3112yfjr.html

有料

8月11日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/011ns3112yfjr.html

有料

8月13日(木) 12時から

https://youtu.be/i00WJgDIxCo

無料

8月13日(木) 17時から

https://v2.kan-geki.com/liveStreaming/ticket/16

有料

8月15日(土) 15時から

http://hacobore.weebly.com/

有料

8月15日(土) 20時から

http://youtu.be/jLsKCN5DQf8

無料

8月16日(日) 17時から

http://hacobore.weebly.com/

有料

8月18日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/011ns3112yfjr.html

有料

8月21日(金) 17時から

https://v2.kan-geki.com/live-streaming/ticket/32

有料

8月22日(土) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

8月22日(土)

https://www.youtube.com/channel/UCUqzP0pmzdGWJ0_rDgfmcig?view_as=subscriber

無料

8月23日(日) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

8月23日(日)

https://www.youtube.com/channel/UCUqzP0pmzdGWJ0_rDgfmcig?view_as=subscriber

無料

8月24日(月) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

8月25日(火) 19時30分から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/011ns3112yfjr.html

有料

8月27日(木) 12時から

https://youtu.be/jy2WdLxWe7Q

無料

（劇団ウンウンウニウム））
Regalo Gallery & Theater

演劇

十三BlackBoxx

演劇

道頓堀ZAZA HOUSE

演劇

ステージプラス

演劇

ステージプラス

演劇

ステージプラス

演劇

Regalo Gallery & Theater

演劇

道頓堀ZAZA HOUSE

演劇

観客選択型演劇（佐藤俊作(MC企
画)、原田智子）
『ちがたりない』（南園みちな、田中
尚樹、新谷佳士

等）

歌劇（桜花昇ぼる、大咲せり花、香月
蓮、妃那マリカ）
『空箱』（演劇集団ハコボレ（前田隆
成、大形駿也））
『空箱』（演劇集団ハコボレ（前田隆
成、大形駿也））
『空箱』（演劇集団ハコボレ（前田隆
成、大形駿也））
観客選択型演劇（長野祐、森田花音
）
歌劇（未央一）
仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘ギ、

ウイングフィールド

演劇

かしこしばい、演劇創造ユニット〔フ
キョウワ〕）

FIGYA

演劇

影絵劇（CORONA)
仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘ギ、

ウイングフィールド

演劇

かしこしばい、演劇創造ユニット〔フ
キョウワ〕）

FIGYA

演劇

演劇（鈍行）
仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘ギ、

ウイングフィールド

演劇

かしこしばい、演劇創造ユニット〔フ
キョウワ〕）

Regalo Gallery & Theater

演劇

十三BlackBoxx

演劇

観客選択型演劇（小谷真一朗、賀駒さ
くり）
『ピリオド』（劇団そとばこまち）

十三BlackBoxx

演劇

アカルスタジオ

演劇

ステージプラス

演劇

ステージプラス
ウイングフィールド

『ピリオド』（劇団そとばこまち）

8月28日(金) 12時から

https://youtu.be/jy2WdLxWe7Q

無料

8月28日(金) 13時から

https://twitter.com/AKARUSTUDIO/status/1296458659963297792

有料

『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）

8月29日(土) 15時から

https://mumeigekidan.net/stage/zawazawa/

有料

演劇

『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）

8月29日(土) 19時から

https://mumeigekidan.net/stage/zawazawa/

有料

演劇

仮想劇場短編演劇祭（万博設計）

8月29日(土) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

『生きるんデス』（劇団そとばこま
ち）

