
「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：上方演芸

※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 カテゴリー 事業内容（出演者） 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

STUDIO PIPE 上方演芸 漫談（ナオユキ） 8月30日(日) 20時 https://www.youtube.com/channel/UCG1q-GHvk-1UMg_z5wo1iRg 無料

此花千鳥亭 上方演芸
講談、落語、パペット落語（旭堂南

龍、桂三四郎、笑福亭笑子）
5月31日(日) 14時から https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/ 有料

此花千鳥亭 上方演芸
講談（旭堂南左衛門、旭堂南龍、旭堂

南歩）
6月13日(土) 14時から https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/ 有料

周（amane） 上方演芸 講談（玉田玉秀斎、玉田玉山） 6月17日(水) 19時から https://www.youtube.com/watch?v=UeNqfFf9a6I&feature=youtu.be 無料

百年長屋 上方演芸
浪曲（玉川太福、玉川みね子、真山隼

人、沢村さくら）
6月20日(土) 14時から https://nagayaroukyoku1.peatix.com/?lang=ja 有料

百年長屋 上方演芸

浪曲（春野恵子、京山幸太、天中軒す

みれ、京山若菜、三原麻衣、京山幸乃

等）

6月20日(土) 18時から https://nagayaroukyoku2.peatix.com/view 有料

DAIHATSU　心斎橋角座 上方演芸
落語、三味線（笑福亭銀瓶、内海英

華）
6月23日(火) 20時から https://peatix.com/event/1504684/view 有料

周（amane） 上方演芸 落語（桂雀五郎、月亭天使） 6月24日(水) 19時から https://www.youtube.com/watch?v=ugrUj8luy44&feature=youtu.be 無料

DAIHATSU　心斎橋角座 上方演芸

落語（笑福亭鉄瓶、森乃石松、笑福亭

生寿、桂治門、笑福亭喬介、笑福亭呂

翔）

6月24日(水) 19時から https://peatix.com/event/1504696/view 無料

此花千鳥亭 上方演芸 落語、浪曲（旭堂小南陵、旭堂南龍） 6月27日(土) 19時から https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/ 有料

天満天神繁昌亭 上方演芸

落語、諸芸、浪曲（桂おとめ、林家愛

染、桂佐ん吉、月亭遊方、千田やす

し、桂文之助）

6月28日(日) 14時から https://www.youtube.com/user/hanjotei 無料

天満天神繁昌亭 上方演芸

落語、諸芸、浪曲（笑福亭智丸、桂三

語、京山幸乃、一風亭初月、林家小

染、豊来家板里、桂福団治）

6月29日(月) 14時から https://www.youtube.com/user/hanjotei 無料
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天満天神繁昌亭 上方演芸

落語、諸芸、浪曲（月亭秀都、露の

紫、キタノ大地、桂文三、桂雀太、松

浦四郎若、虹友美）

6月30日(火) 14時から https://www.youtube.com/user/hanjotei 無料

道頓堀ZAZA　POCKET'S 上方演芸

漫才（ひこーき雲、センサールマン、

ともだち、にぼしいわし、クリスピー

チーズ、ぎゃおっぴおばた、はるみ）

6月30日(火) 19時30分から https://www.youtube.com/channel/UCTtOYtNU6zCxmpjvW4Katvw 無料

diningIORI/eventspace雲州堂 上方演芸 落語（桂小春團治） 7月5日(日) 14時から https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg 有料

DAIHATSU　心斎橋角座 上方演芸
落語（笑福亭鶴二、笑福亭鉄瓶、笑福

亭生寿、桂治門）
7月8日(水) 19時から https://peatix.com/event/1525151/view 無料

よしもと漫才劇場 上方演芸

お笑い（令和喜多みな実、カベポス

ター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピー

ナツ、たくろう、エルフ、キャツミ）

7月8日(水) 19時から https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/collections/ライブ配信/products/翔プレミアム-7-8有料

よしもと漫才劇場 上方演芸
お笑いユニットライブ（マユリカ、

ニッポンの社長、kento fukaya）
7月9日(木) 21時から https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/collections/ライブ配信/products/深本リカ-7-9有料

SPACE9 上方演芸 浪曲ライブ（真山隼人、沢村さくら） 7月10日(金) 20時から https://mayamahayato710.peatix.com 有料

SPACE9 上方演芸
落語、浪曲（桂華紋・林家染吉・桂福

丸・桂かい枝・菊地まどか）
7月11日(土) 14時から https://harukasuyose0711.peatix.com/ 有料

SPACE9 上方演芸
落語（露の紫・笑福亭喬介・笑福亭喬

若・桂阿か枝・林家染左）
7月12日(日) 14時から https://harukasuyose0712.peatix.com/ 有料

DAIHATSU　心斎橋角座 上方演芸
落語（笑福亭遊喬、笑福亭喬介、笑福

亭呂好、笑福亭呂翔）
7月15日(水) 19時から https://peatix.com/event/1525158/view 無料

サロン喫茶フレイムハウス 上方演芸 落語（桂花團治） 7月18日(土) 19時から http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q 無料

シアターセブン 上方演芸 コント（チョップリン） 8月1日(土) http://www.theater-seven.com/ev/ev_s200725_2.html 有料

道頓堀ZAZA　POCKET'S 上方演芸 漫才（バッチトゥース） 8月2日(日) 19時から https://batchtooth.peatix.com 有料

大阪福島令和亭 上方演芸
落語（桂三若、笑福亭鉄瓶、桂華紋、

桂紗綾）
8月8日(土) 14時30分から http://ptix.at/wW05pm 有料

大阪福島令和亭 上方演芸
落語（桂かい枝、鈴々舎八ゑ馬、露の

紫、桂紗綾）
8月8日(土) 18時から http://ptix.at/DSPPsl 有料
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サンミュージックホール 上方演芸

漫才、落語、音楽等（山田ジャック、

小城原駿太、ミノブミチコ、にょ総

帥、快速まっすん、カマンクボ）

8月16日(日) 16時から https://icoradio.com/ 無料

なんば白鯨 上方演芸

諸芸、漫才、漫談、手品、コント

（DNA池上、華井二等兵、にしね・

ザ・タイガー、竹下ポップ、コヤゴ星

人、かちょうふうげつ、パンタロン、

ハクション中西）

8月20日(木) 19時から https://youtu.be/eWGHqaRFOM0 無料

なんば紅鶴 上方演芸

サブカルお笑いライブ（七井コム斎、

にしね・ザ・タイガー、ソエジマ隊

員、おがた、縛りやトーマス、ダレカ

ノナスエ）

8月20日(木) 19時から https://youtu.be/TAlDSftWPxE 無料

一心寺南会所 上方演芸
浪曲（真山隼人、京山幸太、京山幸

乃、三原麻衣）
8月21日(金) 13時から https://www.youtube.com/channel/UC4lM8QRszXYPhUUjvLsmYnQ 無料

サンケイホールブリーゼ 上方演芸
英語落語（桂米團治、桂團治郎、内海

英華、桂あさ吉）
8月22日(土) 14時から http://ptix.at/WbGugm 有料

音太小屋 上方演芸
落語、ギター弾き語り（桂米二、

Kann）
8月22日(土) 20時から https://www.facebook.com./音太小屋-151801591567250 無料

サンケイホールブリーゼ 上方演芸
上方落語（桂弥壱、桂弥太郎、桂弥っ

こ、桂吉弥）
8月23日(日) 14時から http://ptix.at/Jtu2rL 有料

A-kukan 上方演芸

お笑いライブ（ベルサイユ、ウッドラ

ンド、パンドラ、たらちね、絶対的

７%、ドキドキ☆純情ガールズ、風穴

あけるズ）

8月23日(日) 16時から https://livecloud.jp/contents/132 有料

なんば白鯨 上方演芸 寄席（ナオユキ） 8月25日(火) https://youtu.be/d7OAQ54U3Mo 無料

なんば紅鶴 上方演芸

サブカルお笑いライブ（かみじょうた

けし、代走みつくに、コンチェルト池

水）

8月25日(火) https://youtu.be/whqF2iTvxgU 無料

一心寺南会所 上方演芸
浪曲（京山幸枝若、松浦四郎若、真山

一郎、春野恵子）
8月28日(金) 13時から https://www.youtube.com/channel/UC4lM8QRszXYPhUUjvLsmYnQ 無料
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