「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：すべて
※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

配信予定時期

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

落語、クラシック（桂米團治、岡本
B-tech Japan Osaka

音楽

伸一郎、吉岡克典、南條聖子、増山

8月30日(日) 10時から

https://www.youtube.com/channel/UC74ODD2wJC1eEfqaaEpOn2Q?view_as=subscriber

無料

8月30日(日) 13時から

https://twitcasting.tv/196904080912

無料

8月30日(日) 13時から

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

有料

8月30日(日) 14時から

https://www.youtube.com/watch?v=xA0FyGSv7j0

無料

8月30日(日) 15時から

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

有料

8月30日(日) 16時から

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

有料

8月30日(日) 16時から

https://icoradio.com/

無料

8月30日(日) 17時から

https://www.youtube.com/sproutdance

無料

頌子）
喫茶館プロコップ

音楽

ステージプラス

演劇

バンドミュージック（アフラーズ、
はざま千鶴）
『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）
アコースティック、アイドルライ

Live Cafe & Bar Aimyou Ribbon

音楽

ブ、ダンス（エミュリボン、栗原ゆ
う、最高じぇねれーしょん

等）

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）

サンミュージックホール

音楽

エンターテイメントスペースBLOCK

舞踊

grun studio

音楽

ボーカルユニット（おとぐらし）

8月30日(日) 18時から

https://mudia.tv/event/1487

無料

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

ライブバーデポ

音楽

8月30日(日) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCQ3VgEn6wxmAG_f8lEWHDqA

無料

EL.Camino

音楽

8月30日(日) 21時から

https://twitter.com/ElCamino_dera

無料

MITA HALL

音楽

8月30日(日)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwvCAcqdUoUJ5GLIW_YkZTvKv_MJR2mng

無料

ポップス等（山田ジャック、小城原
駿太、yu-ka sugihara、ayaka）
ダンスパフォーマンス（SPROUT
DANCE STUDIO）

バラエティー（テック043、JINA、杉
本民名、カーマイン）
ロック（Elickmans）
クラシック（徳田知希、矢巻正輝、
梅田望実）

MITA HALL

音楽

クラシック（矢巻正輝、田中咲絵）

8月30日(日)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwvCAcqdUoUJ5GLIW_YkZTvKv_MJR2mng

無料

MITA HALL

音楽

クラシック（矢巻正輝、梅田望実）

8月30日(日)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwvCAcqdUoUJ5GLIW_YkZTvKv_MJR2mng

無料

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

LIVE Bar D.Ⅲ

音楽

フォークロック（未来民秀）

8月30日(日) 19時から

https://youtu.be/Q16gJME3jk0

無料

8月30日(日) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCHZ3A_y5J-PjdQRD9hqgr3Q

無料

8月30日(日) 18時から

https://live.line.me/channels/5094441

無料

8月30日(日) 20時30分から https://live.line.me/channels/5094441

無料

8月30日(日)

https://www.youtube.com/watch?v=SFfFcx6elnA&feature=youtu.be

無料

レゲエとヒップホップのフリースタ
イルセッション（CHEHON /
TRIANGLE

音楽

NATURAL WEAPON / RAM HEAD /
CIMA (fr BOIL RHYME) / JUNKY (fr
BNKR街道) / RAWAXXX / BLK
BARB）
ハウスミュージック（NONAMES、

OWLOSAKA

音楽

クラブピカデリー

音楽

カフェ

ミロール

音楽

カフェ

ミロール

音楽

ポップス（AVALON、Tomoya）

8月30日(日)

https://www.youtube.com/watch?v=FTz76l7pxZM&feature=youtu.be

無料

ライブスペース堀江Goldee

音楽

音楽ライブ（MAgicTime）

8月30日(日)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

無料

スペースアッシュ

舞踊

ダンスショー（KATO、NORI 等）

8月31日(月) 19時から

https://www.youtube.com/user/StudioAshChannel

無料

喫茶館プロコップ

音楽

8月31日(月) 12時から

https://www.youtube.com/user/maison1999

無料

喫茶館プロコップ

音楽

8月31日(月) 17時から

https://www.youtube.com/user/maison1999

無料

8月31日(月) 20時

https://www.youtube.com/channel/UCG1q-GHvk-1UMg_z5wo1iRg

無料

8月31日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

8月31日(月) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCejhUBULaRsOLnK4k0Pi50g

無料

ACKO、４REST）
ライブパフォーマンス（DJ Zipang、
Loki、Stella Dancers

等）

ポップス（AVALON、りかゆ、
Tomoya）

ジャズ＆昭和歌謡（上川保、岩田
晶、南ルミコ）
シタール＆ポップス（田中峰彦、岩
田晶、南ルミコ）
ギター、オルガン、リズムマシー

STUDIO PIPE

音楽

ン、弾き語り（デグルチーニ、
Pico&Kyon2)

伽琉駝門カフェ

音楽

TRIANGLE

音楽

インド古典音楽（中川博志、グレ
ン・ニービス）
ヒップホップ（S.KILLA JOINT / Skaine）

難波Mele

音楽

SUNHALL

音楽

此花千鳥亭

上方演芸

SUNHALL

音楽

ロックンロールショー（KING
BROTHERS）
インストバンド（Paranoid Void）
講談、落語、パペット落語（旭堂南
龍、桂三四郎、笑福亭笑子）
レゲエ（MIGHTY JAM ROCK）

5月30日(土) 20時から

https://eplus.jp/sf/detail/3286700001-P0030001

有料

5月31日(日) 13時から

https://zaiko.io/event/326280

有料

5月31日(日) 14時から

https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/

有料

5月31日(日) 20時から

https://www.openrec.tv/live/o7z4k2kqd8l

無料
（一部アーカイブ
は有料）

クラブミュージック（YUNG EAZY、
CIRCUS

音楽

RYOTA、MILEZ、SAMO、

6月3日(水) 20時から

https://www.twitch.tv/circus

無料

6月4日(木) 21時から

https://ssl.twitcasting.tv/livehouse_varon/shopcart/7177

有料

6月5日(金) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCqt6CHfAQ684OADLzRhwu5g/featured?view_as=subscriber

無料

6月5日(金) 20時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月5日(金) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave_shopcart/6814

有料

6月6日(土) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=ylhVWt53-Ag

無料

6月6日(土) 19時から

https://www.youtube.com/watch?v=GemR4fN1WZI

無料

6月6日(土) 21時30分から https:///www.instagram.com/kikuchan070907180221/

無料

6月7日(日) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=BAASe9IxOzA

無料

6月7日(日) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCqt6CHfAQ684OADLzRhwu5g/featured?view_as=subscriber

無料

6月7日(日) 19時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

CAZBOW、KENGO）
VARON

音楽

HEAVENSKITCHEN BOOST

音楽

ロックバンド（FIRE ARROW）
ファンクバンド（HEARTFUL
FUNKS）
バンドミュージック（Leeliblet、

難波Mele

音楽

Sixteencoins、THE BLACK
DOLPHINS）

南堀江knave

音楽

ギター弾き語り（植城微香）
浪曲、落語、上方舞、文楽（春野恵

山本能楽堂

伝統芸能

子、桂吉坊、山村若、竹本錣太夫
等）

日本橋PolluxTheater

音楽

かくれあわび

音楽

ダンスボーカル（SKY OF JAPAN）
バンドミュージック（守家巧、東陽
一郎

等

講談、落語、女道楽、能（旭堂南
山本能楽堂

伝統芸能

海、桂かい枝、内海英華、山本章弘
等）

HEAVENSKITCHEN BOOST

音楽

ブルース（モーリトモヒロ

等）

難波Mele

音楽

Goith

音楽

パンクバンド（OVER LIMIT）

6月7日(日) 20時から

https://twitcasting.tv/sakai_goith/shopcart/6934

有料

ライブハウスタカラ大阪

音楽

ポップス（なすお☆）

6月7日(日) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCBe2HR8EUUVVgb_0zOtIW1Q

無料

ロック（The BEATGANG、50/50's、
SHOTGUN RUNNERS）

難波Mele

音楽

Live House LIP 2nd

音楽

南堀江knave

音楽

VARON

音楽

Cafe&Bar TOBIRA

音楽

Ammona

音楽

難波Mele

音楽

南堀江knave

音楽

此花千鳥亭

上方演芸

周（amane）

音楽

ライブハウス

エル・ワイズ

音楽

生演奏（酒No人）

6月8日(月) 20時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月11日(木) 20時から

https://eplus.jp/sf/detail/3286370001-P0030001

有料

弾き語り（ケシカルコッコ）

6月11日(木) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shopcart/6906

有料

ロックバンド（アカルイミライ）

6月11日(木) 21時から

https://ssl.twitcasting.tv/livehouse_varon/shopcart/6441

有料

6月12日(金) 19時から

https://twitcasting.tv/cafe_bar_tobira/shopcart/8241

有料

6月12日(金) 20時から

https://ammona.jp/

無料

6月12日(金) 20時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月12日(金) 21時から

https://twitcasting.tv/c:knave/shopcart/7577

無料

6月13日(土) 14時から

https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/

有料

6月13日(土) 14時から

https://www.youtube.com/watch?v=j7fabCmz8fQ

有料

6月13日(土) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCAVrsLADHW8kKHc3XpEDvrw

無料

6月13日(土) 19時から

https://ssl.twitcasting.tv/grandcolorstone/shopcart/8579

有料

6月13日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCL7XqIG4hosQkVyvMH7tqfw?sub_confirmation=1

無料

6月13日(土) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCjJvzZ5u10XJRzgfLSlhESA

無料

6月13日(土) 21時から

https://www.youtube.com/watch?v=jstoPZcDc_0&feature=youtu.be

無料

6月13日(土) 22時から

https://www.instagram.com/kikuchan070907180221/

無料

6月13日(土) 23時から

https://ammona.jp/

無料

6月14日(日) 11時40分から

https://twitter.com/STARBOX0825/status/1271295635291959296

無料

6月14日(日) 13時から

https://twitter.com/STARBOX0825/status/1271295635291959296

無料

6月14日(日) 15時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月14日(日) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=Rlz0mf0XXq4

無料

バンドミュージック（Bye-Bye-Hand
の方程式）

アコースティックライブ（松本耕
平）
DJ音楽
ロックバンド（モンスターロシモ
フ、オレとユー（theコトリs,））
ロックバンド（ネコレクション）
講談（旭堂南左衛門、旭堂南龍、旭
堂南歩）
アイルランド伝統音楽（さいとう俊
鉄、田中良太）
セッション（菅沼孝三、タイガ等）
ポップロックバンド（GRAND

BIG CAT

音楽

ヒルズパン工場ライブハウス

音楽

ムジカジャポニカ

音楽

STAR LIVE U6

音楽

かくれあわび

音楽

レゲエ（柳達哉、浅井秀友

Ammona

音楽

DJ音楽

livehouse STARBOX

音楽

PLUSWINHALL大阪

音楽

難波Mele

音楽

日本橋PolluxTheater

音楽

COLOR STONE）
ロック（甘い暴力、WWEEZZ、植田
真梨恵

等）

ジャズセッション（ナオユキ、梅津
和時）
和楽器・洋楽器の融合（Kogakusyu
翔）
他）

音楽ライブ（Kyoto flavor、Fiore、民
謡女子ハピネス組）
アイドル（西田早希、da-gashi☆）
歌謡ショー（桜川春子、八戸ノ里和
夫（ザ・たこさん））
アイドル（インフローレ女学院）

ファンダンゴ

音楽

Live House LIP 2nd

音楽

MUSE BOX

音楽

ヒルズパン工場ライブハウス

音楽

Ammona

音楽

長堀橋WAXX

音楽

BEYOND

音楽

Ammona

音楽

club vijon

音楽

FootRock&BEERS

音楽

Zeela

音楽

アメリカ村CLAPPER

音楽

Ammona

音楽

Live Space BAR SHRIMP

ロック（イヌガヨ、ギャーギャー

6月14日(日) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=dPEn1yDZa2Q

無料

6月14日(日) 19時から

https://eplus.jp/sf/detail/3286390001-P0030001

有料

6月14日(日) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCnpHsvo_0tWou2dz3PrHUcg

無料

6月14日(日) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCL7XqIG4hosQkVyvMH7tqfw?sub_confirmation=1

無料

DJ音楽

6月14日(日) 20時から

https://ammona.jp/

無料

ポップス（VOG）

6月14日(日)

https://twitcasting.tv/vog092/shopcart/8999

有料

ズ）
バンドミュージック（ヴォイスク
ラッカー）
アイドル（京都男子）
ロック（甘い暴力、WWEEZZ、植田
真梨恵

等）

シンガー（世史久、TRIANGLE JAM
SESSION、竹歳みずほ、奥）
DJ音楽
ロックバンド（ジャンキー58%、
Axis、FIVE LEAF CROVER

等）

ロック（一山楓、天邑、wan、さとう
しゅうと）
バンドミュージック（脳内リフレイ

6月15日(月) 20時45分から https://twitcasting.tv/beyond_osaka/shopcart/9092

有料

6月15日(月) 20時から

https://ammona.jp/

無料

6月15日(月) 20時から

https://youtu.be/qqQ_xjpE8KE

無料

6月15日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UC050R5SoAVAHIa4BZKKlq-A

無料

6月16日(火) 20時30分から https://twitcasting.tv/c:umeda_zeela/shopcart/7303

有料

6月16日(火) 20時30分から https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9923

有料

DJ音楽

6月16日(火) 20時から

https://ammona.jp/

無料

音楽

弾き語り（salia）

6月16日(火) 20時から

https://twitcasting.tv/saliashizu

有料

STAR LIVE U6

音楽

ジャズ＆ポップス（AIKO FRIENDS）

6月16日(火) 20時から

https://www.youtube.com/watch?v=d9ElyQMn4ZI&feature=youtu.be

無料

SOCORE FACTORY

音楽

レゲエ（Nari&Shige）

6月16日(火) 21時から

https://socorefactory.zaiko.io/e/socorefactory1

無料

GARDEN

音楽

アイドル（Tigh-Z、THRILL）

6月17日(水) 19時から

https://twitcasting.tv/garden_def/shopcart/8582

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

Ammona

音楽

DJ音楽

6月17日(水) 20時から

https://ammona.jp/

無料

DROP

音楽

6月17日(水) 20時から

https://twitcasting.tv/c:amemuradrop/shopcart/9633

有料

Goith

音楽

パンクバンド（DATE ME GANE）

6月17日(水) 20時から

https://twitcasting.tv/sakai_goith/shopcart/6933

有料

Step HALL

音楽

ギター弾き語り（大塚ケンジ）

6月17日(水) 20時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya/shopcart/8375

有料

ン）
ロックバンド（Annon、はびきの楽器
隊、ヤングマンパワー）

バンドミュージック（Dicentra、82
回目の終身刑）

SOCORE FACTORY

音楽

難波Mele

音楽

アメリカ村CLAPPER

音楽

Ammona

音楽

BEYOND

レゲエ（SAK-DUB-I、element、
DUB KAZUMAN）
ロックバンド（酒NO人）
ロックバンド（Kitsui（クッソ強いエ

6月17日(水) 21時から

https://socorefactory.zaiko.io/e/socorefactory2

有料

6月17日(水) 21時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月18日(木) 20時30分から https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9428

有料

DJ音楽

6月18日(木) 20時から

https://ammona.jp/

無料

音楽

バンドミュージック（HUL OVER)

6月18日(木) 20時から

https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9798

有料

Step HALL

音楽

歌、ピアノ（Tatsuya）

6月19日(金)

19時30分から https://twitcasting.tv/stephall_minoya/shopcart/7364

有料

アメリカ村CLAPPER

音楽

6月19日(金) 19時30分から https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9534

有料

6月19日(金) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCAt-41Sz51_m2ir13pbXvkw

無料

ビフライ）、SUN NOT TARGET）

ロックバンド（☆skeleton panties
☆、VOD-BOMB、FALL OFF）
ロック等（bed time sheep、同道公

BIG CAT

音楽

祐、film girl、my beautiful
slumber、ステエションズ、大東ま
み、前田琴音、もえ子）

Cafe de Iwacco

音楽

ジャズ（藤井泰宏）

6月19日(金) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCQ7AgL6o3pi5-TToYTKkTWg

無料

BIGTWIN DINER SHOVEL

音楽

ロックバンド（the Badasses)

6月19日(金) 20時から

https://tiget.net/events/93210

無料

南堀江knave

音楽

ソロ弾き語り（石坪日菜）

6月19日(金) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shopcart/6816

有料

6月19日(金) 21時から

https://www.twitch.tv/club_joule

無料

6月19日(金) 21時から

https://eplus.jp/sf/detail/3288630001?P6=001&P1=0402&P59=1

有料

6月20日(土) 14時から

https://twitcasting.tv/j_idolbox/shopcart/9346

有料

6月20日(土) 14時から

https://nagayaroukyoku1.peatix.com/?lang=ja

有料

6月20日(土) 18時から

https://twitcasting.tv/sonatinekid/shopcart/9960

有料

6月20日(土) 18時から

https://nagayaroukyoku2.peatix.com/view

有料

レゲエ（PETER MAN、ラガラボ
JOULE

音楽

MUSIQ、KENTY GROSS、KING
JAM）

OSAKA MUSE

音楽

MUSE BOX

音楽

百年長屋

上方演芸

ビジュアル系（甘い暴力）
アイドル（YesHappy!、ミライスカー
ト＋）
浪曲（玉川太福、玉川みね子、真山
隼人、沢村さくら）
ヒップホップ等（AKIRA、NY、奥、

CELL

音楽

CUBE、TRIANGLE JAM SESSION、
Haru、Feel）
浪曲（春野恵子、京山幸太、天中軒

百年長屋

上方演芸

すみれ、京山若菜、三原麻衣、京山
幸乃

等）

ライブハウス

エル・ワイズ

音楽

ベロニカ

音楽

Cafe de Iwacco

音楽

Cafe&Bar TOBIRA

音楽

diningIORI/eventspace雲州堂

音楽

歌う魚

音楽

セッション（菅沼孝三、タイガ、セ
ラヴィあちゅこ）
ポップス、ディスコサウンド（中川
コーイチ、崎田和伸、小野山満）
ジャズ（ついったー東方部）
アコースティック（ツージー、つく
ぽんず）
ハワイアンミュージック（りか田
村、ダカイン鶴下）
ギター弾き語り（櫻井ゆか）

6月20日(土) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCAVrsLADHW8kKHc3XpEDvrw

無料

6月20日(土) 18時から

https://peatix.com/event/1510907?fbclid=IwAR2CGLveVB361x2qtRyIQt57zZS8myJ7ZkF8yyu6fFcV5N8oo-z0cCpiUrg

有料

6月20日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCPNrDbXF5h0pVJdMnmGCYoA

無料

6月20日(土) 19時から

https://twitcasting.tv/cafe_bar_tobira/shopcart/8955

有料

6月20日(土) 19時から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01n4hj110j3c2.html

有料

6月20日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月20日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCjJvzZ5u10XJRzgfLSlhESA

無料

6月20日(土) 20時30分から https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9648

有料

ピアノ、コントラバス、ドラム、
ムジカジャポニカ

音楽

ボーカル等（柳原陽一郎、外山明、
ふちがみとふなと）
ロックバンド（Mr＊Daisy、

アメリカ村CLAPPER

音楽

Sound Boots

音楽

弾き語り（上田和寛）

6月20日(土) 20時から

https://ssl.twitcasting.tv/uedatakahiro_/shopcart/8417

有料

TAKE FIVE

音楽

ジャズ（清野拓巳、MIKIKO）

6月20日(土) 20時から

https://www.facebook.com/Live-Bar-TAKE-FIVE-Osaka-251480098262518/

無料

南堀江knave

音楽

ロックバンド（バニーブルース）

6月20日(土) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shopcart/5159

有料

Bar カリフラワー

音楽

6月20日(土)

http://www.twitch.tv/bar_cauliflower

無料

喫茶館プロコップ

音楽

6月21日(日) 11時から

https://twitcasting.tv/196904080912/movie/623566820

無料

歌う魚

音楽

6月21日(日) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

CONPASS

音楽

ロック等（ワンダフルボーズ等）

6月21日(日) 16時から

https://www.youtube.com/channel/UCA89O0PoGch3w6GRiPQYVSQ

無料

かくれあわび

音楽

レゲエ（高城竹正、片倉忠次

6月21日(日) 18時から

https://www.instagram.com/kikuchan070907180221/

無料

喫茶館プロコップ

音楽

6月21日(日) 18時から

https://twitcasting.tv/196904080912/shopcart/9151

有料

なんばミルラリ

音楽

6月21日(日) 18時から

https://www.twitch.tv/milulari

無料

アメリカ村CLAPPER

音楽

5th Street Like-a Hall

音楽

Sugar&Solt）

DJ音楽（DJ AGEISHI、STEW、
KAITO）
ピアノ＆ボーカル（y's）
ギター弾き語り（井上ヤスオバー
ガー）
等）

弾き語り（クマゴロー、河合まり
こ）
J-POP、DJ（BUCCI、BA-K 等）
ロックバンド（LIPPS、OSO
ROSSO）
ピアノ弾き語り（宇田川妙）

6月21日(日) 19時30分から https://twitcasting.tv/clapper_haishin/shopcart/9654

有料

6月21日(日) 19時30分から

無料

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/010w54111e27g.html#detail

DJ（Atshishi、Jimmy、TAKU、

CELL

音楽

歌う魚

音楽

TAKE FIVE

音楽

南堀江knave

音楽

ライブハウスタカラ大阪

音楽

JOULE

音楽

Live Space BAR SHRIMP

音楽

ギターソロ（諸行）
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音楽

ポップス（パンパース）

歌う魚

音楽

Live Space BAR SHRIMP

音楽

歌う魚

音楽

Zeela

音楽

OSAKA MUSE

音楽

CONPASS

音楽

DAIHATSU

心斎橋角座

上方演芸

6月21日(日) 19時から

https://twitcasting.tv/cell_goodspace

無料

6月21日(日) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月21日(日) 20時から

https://www.facebook.com/Live-Bar-TAKE-FIVE-Osaka-251480098262518/

無料

ソロ弾き語り（植田真衣）

6月21日(日) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shopcart/8063

有料

ポップス（歌姫コレクション）

6月21日(日) 20時から

https://twitter.com/utahime03

無料

6月21日(日) 21時から

https://www.twitch.tv/club_joule

無料

6月21日(日) 21時から

https://twitcasting.tv/tomo_vs_shogyo

無料

6月21日(日)

https://www.youtube.com/channel/UCHQFUBV5f-gt7VaCp86ZzEw

無料

6月22日(月) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月22日(月) 20時から

https://twitcasting.tv/horinozomi/

無料

6月23日(火) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月23日(火) 20時30分から https://twitcasting.tv/c:umeda_zeela/shopcart/7299

有料

6月23日(火) 20時30分から

https://eplus.jp/sf/detail/3288370002?P6=001&P1=0402&P59=1

有料

6月23日(火) 20時から

https://osakaconpass.zaiko.io/e/slowtime

有料

6月23日(火) 20時から

https://peatix.com/event/1504684/view

有料

6月24日(水) 19時から

https://twitcasting.tv/cell_goodspace

無料

6月24日(水) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg

有料

6月24日(水) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

Tsuyuko）
弾き語り（sheme、やましたりな）
ポップス（濱口正志、濱口奈津子、
野村義史）

ダンス、バンド（PRISM MIND feat.
ALKALOIDdancer）

ピアノ、ギター（武元さおり、船堂
舞）
ピアノ弾き語り（堀望美）
ポップス（てふてふ、楽しんでいこ
うや西岡）
ポップス（スムージーチークス、
SOUTH BLOW、ダブディーフォー）
ポップス（メランコリーメランコ
リー）
ポップス（アツムワンダフル、ゴル
ゴス、大野裕也）
落語、三味線（笑福亭銀瓶、内海英
華）
DJ（AKIRA、あっきん、

CELL

音楽

kennishihara、MASSCO、みどう、
YASU）

diningIORI/eventspace雲州堂

音楽

歌う魚

音楽

バンドミュージック（キモノやん、
大西丈）
バンドミュージック（こうどたく
や、岡部謙吾）

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

6月24日(水) 19時から

https://peatix.com/event/1504696/view

無料

6月24日(水) 21時から

https://twitcasting.tv/vo_artist_SEiGO

無料

6月25日(木) 19時30分から

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

有料

6月25日(木) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shopcart/7031

有料

6月26日(金) 17時から

https://youtu.be/Tmm8YDw3omQ

無料

落語（笑福亭鉄瓶、森乃石松、笑福
DAIHATSU

心斎橋角座

上方演芸

亭生寿、桂治門、笑福亭喬介、笑福
亭呂翔）

Live Space BAR SHRIMP

音楽

LIVE BAR MOERADO

音楽

南堀江knave

音楽

ロック（SEiGO）
リズムアンサンブル（永見行崇、山
田春三、中村岳、山村誠一）
ダンスボーカル（下北姫菜）
アコースティック弾き語り＆ピアノ

ライブハウスSHO

音楽

（ニッシー、チフ＆レニー、ハンク
＆ティンク）

喫茶館プロコップ

音楽

ウクレレ（舟越秀樹）

6月26日(金) 18時から

https://twitcasting.tv/196904080912/

無料

南堀江knave

音楽

アイドル（JOY VAN CREW）

6月26日(金) 18時から

https://twitcasting.tv/c:joyvancrew202004

無料

DROP

音楽

CELL

音楽

歌う魚

音楽

ライブハウス

ザットフォー

CONPASS

バンドミュージック（HUL OVER、
FIRE ARROW、aivolic）
DJ（DJ PALLUC）
アコースティック（木下優真、大東
まみ）

6月26日(金) 19時45分から https://twitcasting.tv/c:amemuradrop/shopcart/9861

有料

6月26日(金) 19時から

https://twitcasting.tv/sonatinekid/shopcart/9233

有料

6月26日(金) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

https://www.youtube.com/channel/UCbyipG0-sp9sVW2UJxTFghA?app=desktop

無料

音楽

ジャズ（大塚善章クインテット）

6月26日(金) 19時から

音楽

ロック等（VMO

6月26日(金) 20時30分から https://osakaconpass.zaiko.io/e/RITUAL2099

有料

6月26日(金) 20時から

https://tiget.net/events/93222

無料

6月26日(金) 20時から

https://www.twitch.tv/grcafeterrace/

有料

6月26日(金) 20時から

https://www.youtube.com/watch?v=fcdKCgxLH9I&feature=youtu.be

無料

6月26日(金) 20時から

https://www.facebook.com/atsuo.yoshimoto

無料

BIGTWIN DINER PANHEAD GROOVE 音楽

等）

ロックバンド（☆Skeleton panties
☆）
UKミュージックとプロジェクション

G.R CAFÉ TERRACE

音楽

マッピング（Floattt_Toshi、Silver
Star Birch、N-Dope、Yutaka）

PLUSWINHALL大阪

音楽

K-POP（ジャンホギョ）

umeda TRAD

音楽

GIRAFFE JAPAN

音楽

DJ（4REST、YOGA、TAKUMI）

6月26日(金) 20時から

https://giraffe-japan.com/specialevent/restartlivestrem_20200626/

無料

Shangri-La

音楽

ロックバンド（ガガガSP）

6月26日(金) 20時から

https://eplus.jp/gagagasp626

有料

Live House ANIMA

音楽

ロックバンド（reGretGirl）

6月26日(金) 20時から

https://eplus.jp/regretgirl-st/

有料

バンドミュージック（吉本篤央、キ
クチタケシ）

大槻能楽堂

伝統芸能

diningIORI/eventspace雲州堂

音楽

能楽公演（大槻文藏、大槻裕一
等）
ジャズ＆ポップス（ひマワリ、道
下）

6月27日(土) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UCpWvY0oUWSQqnsHPHPVDaCg

無料

6月27日(土) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg

有料

6月27日(土) 15時から

http://twitch.tv/hayabusa_haya

有料

6月27日(土) 16時から

https://twitcasting.tv/sl_stellaluce

無料

6月27日(土) 17時から

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

有料

DJ音楽（高野政所、abo kazuhiro、
Alffo Records

音楽

fuse、tagosak、百合蔵、
INNERMAN、hayabusa）

livehouse STARBOX

音楽

アイドル（Stella Luce）
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）

PLUSWINHALL大阪

音楽

CELL

音楽

南堀江knave

音楽

LIVE BAR MOERADO

音楽

此花千鳥亭

上方演芸

GIRAFFE JAPAN

音楽

BIG

音楽

ギターライブ（三谷哲也）

6月27日(土) 19時30分から https://tiget.net/events/94095

有料

Music Club JANUS

音楽

ポップバンド（ヒミツノミヤコ）

6月27日(土) 20時から

https://twitcasting.tv/janus_osaka/shopcart/9235

有料

umeda TRAD

音楽

バンドミュージック（DE－OSSI）

6月27日(土) 20時から

https://www.twitch.tv/de_ossi/

無料

セブンデイズ京橋

音楽

ポップス（KOHEI、安並清花）

6月27日(土) 20時から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/012d0u112621t.html

無料

club vijon

音楽

6月27日(土) 21時から

https://twitcasting.tv/clubvijon/shopcart/9354

有料

café&dining goo-note

音楽

6月27日(土) 21時から

https://www.facebook.com/The-BeatlAs-169145459947189/

無料

ヒビキミュージックサロンリーヴズ

音楽

6月28日(日) 10時から

http://hibiki-leaves.com/index.php?STREAMING%20VIDEO

有料

喫茶館プロコップ

音楽

6月28日(日) 13時から

https://twitcasting.tv/196904080912/shopcart/11262

有料

JACK

ダンスボーカル（京都男子）
ポップス等（AKIRA、浦田哲也、
ELUS、CUBE、黒猫のミヤ

等）

ロックバンド（穢土川番狂わす）
7弦ギター、パーカッション（山田や
～そ裕、山村誠一）
落語、浪曲（旭堂小南陵、旭堂南
龍）
DJ（elucuro、Yu-ka.、Chang-YUI
、KOKI、YUNPI）

ロック（クリトリック・リス、ス
キッツォイドマン

等）

ロックバンド（The BeatlAs）
ヴィオラカルテット（早田類、李善
銘、坂口正秀、稲葉ひろき）
ジャズ＆ポップス（はいどらんじあ
yaco、木下孝朗）

6月27日(土) 18時30分から https://twitcasting.tv/kyotodanshi/shopcart/9469

有料

6月27日(土) 18時から

https://twitcasting.tv/sonatinekid/

有料

6月27日(土) 18時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shop

有料

6月27日(土) 19時30分から

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

有料

6月27日(土) 19時から

https://www.konohana-chidoritei.com/ochanoma/

有料

6月27日(土) 19時から

https://giraffe-japan.com/specialevent/restartlivestrem_20200627/

無料

歌う魚

音楽

アコースティック（蔦江タイチ）

6月28日(日) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月28日(日) 14時から

https://www.youtube.com/user/hanjotei

無料

落語、諸芸、浪曲（桂おとめ、林家
天満天神繁昌亭

上方演芸

愛染、桂佐ん吉、月亭遊方、千田や
すし、桂文之助）

富田林西口ぴんぽん地球ス

音楽

音楽ライブ（Qjapan）

6月28日(日) 14時から

https://www.youtube.com/user/56pia

無料

VOXJAPAN STUDIO

音楽

アイドル（レイスタ、WiLL DoLL）

6月28日(日) 17時30分から

https://www.youtube.com/channel/UCaqirfvNBd9t_KZ1UhMHhaQ

無料

6月28日(日) 17時から

https://t.livepocket.jp/e/uj470

有料

Studio&Snack bar

朋

音楽

歌、踊り（桜花昇ぼる、夏城佑季、
若木志帆、美郷いつき）

Step HALL

音楽

ギター弾き語り（有馬元気）

6月28日(日) 19時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya/shopcart/6564

有料

歌う魚

音楽

ポップス（airlie）

6月28日(日) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

バブルネット

音楽

6月28日(日) 19時から

http://twicasting.tv/c:bubblenet/shopcart/9528

有料

5th Street Like-a Hall

音楽

6月28日(日) 19時から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0158ws111edgm.html#seller

無料

6月28日(日) 19時から

https://www.youtube.com/user/56pia

無料

6月28日(日) 20時から

https://www.facebook.com/livebar.roots66

無料

6月28日(日) 21時頃

https://www.youtube.com/channel/UCHQFUBV5f-gt7VaCp86ZzEw

無料

6月28日(日) 22時から

https://twitcasting.tv/c:kellys2020/shopcart/9777

有料

から1週間程度 https://www.youtube.com/channel/UCflf3S1IPD-eP49ETY71StA

無料

オールディーズ（北野淳、梶川よう
こ、石橋文博、吉岡孝）
ジャズ（大塚善章、田中洋一、河村
英樹、上場正俊、岩田晶）
音楽ライブ（Qjapan、なにわのスー

富田林西口ぴんぽん地球ス

音楽

パーアホドル村上三奈、体操ユニッ
ト天晴レ天女ズ、天球ぴんぽんず
他）
ファンクロック（ジョニー坂本、上

Live bar Roots'66

音楽

田謙、中垣隆夫、辻井貞重、藤井健
一郎、西田直司、加藤恭子、安井智
世）

Page-One

音楽

ミスターケリーズ

音楽

Cafe de Iwacco

音楽

ロックバンド（STRANGE BLUE）
音楽ライブ（SOA、永田有吾、澤田
浩輔、橋本現輝、武藤浩司）
ポップス（futarinote）

6月28日(日)

落語、諸芸、浪曲（笑福亭智丸、桂
天満天神繁昌亭

上方演芸

三語、京山幸乃、一風亭初月、林家

6月29日(月) 14時から

https://www.youtube.com/user/hanjotei

無料

6月29日(月) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCpxzAZQlmqbRDz1BLDts2Ug

無料

6月29日(月) 20時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya

有料

小染、豊来家板里、桂福団治）
歌う魚

音楽

Step HALL

音楽

アコースティック（金谷好益、杉野
淳子）
ピアノ弾き語り（山本義則）

難波Mele

音楽

ガレージロックサウンド（Bowts）

6月29日(月) 20時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

6月30日(火) 14時から

https://www.youtube.com/user/hanjotei

無料

6月30日(火) 19時30分から

https://www.youtube.com/channel/UCTtOYtNU6zCxmpjvW4Katvw

無料

落語、諸芸、浪曲（月亭秀都、露の
天満天神繁昌亭

上方演芸

紫、キタノ大地、桂文三、桂雀太、
松浦四郎若、虹友美）
漫才（ひこーき雲、センサールマ

道頓堀ZAZA

POCKET'S

上方演芸

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）

GARDEN

音楽

アイドル（Iroha、Limit）

6月30日(火) 19時から

https://twitcasting.tv/garden_def/shopcart/8583

有料

Step HALL

音楽

ギター弾き語り（アキラ）

6月30日(火) 19時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya/shopcart/8627

有料

6月30日(火) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCbyipG0-sp9sVW2UJxTFghA?app=desktop

無料

ライブハウス

ザットフォー

音楽

ジャズ（ロアナシーフラ

アンド

トリオ）

BIGTWIN DINER PANHEAD GROOVE 音楽

ロックバンド（The End or Is It?）

6月30日(火) 20時30分から https://tiget.net/events/93212

無料

ESAKA MUSE

音楽

ロックバンド（Portneon）

6月30日(火) 20時から

https://eplus.jp/portoneon0630/

有料

カウラナキッチンワイキキ

音楽

7月1日(水) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UCLc-oLNXY-72xMsmjh7ElaQ

無料

東梅田AZYTATE

音楽

7月1日(水) 19時から

https://twitcasting.tv/azytate/shopcart/10490

有料

BIGTWIN DINER SHOVEL

音楽

7月1日(水) 20時から

https://tiget.net/events/92785

有料

住友生命いずみホール

音楽

7月1日(水)

https://youtu.be/ljjlm4o7cOQ

無料

カウラナキッチンワイキキ

音楽

7月2日(木) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UCLc-oLNXY-72xMsmjh7ElaQ

無料

7月2日(木) 19時から

https://twitcasting.tv/sky_high_soul/shopcart/12332

有料

7月2日(木) 19時から

https://eplus.jp/guild0702/

有料

7月3日(金) 20時から

https://youtu.be/0tEqFu9FL1k

無料

ギター、ウクレレ（六嶋啓太、
NOZOMI）
フォーク（竹原ピストル、快賊
guild+、キタムラリョウ）
ヘビーメタルバンド（ROSENFELD)
金管五重奏（中嶋尚也、新穂優子、
伊藤数仁、戸井田晃和、北畠真司）
ハワイアンバンド、フラダンス
（KAULANA）
ブルース、ジャズ、ロック（上田正

ポテトキッド

音楽

樹、有山じゅんじ、Yoshie.N、堺敦
生）

ROCK TOWN

音楽

ロックバンド（ギルド）
歌、踊り、マジック、ジャグリング

ベロニカ

音楽

（デビットちんすこう、あざーすの
ず）

Live House ANIMA

音楽

ロックバンド（reGretGirl）

7月3日(金) 20時から

https://eplus.jp/regretgirl-st/

有料

ミュージックバー エム

音楽

バンド（fugacity）

7月3日(金) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UC6_SwjITBPiR_A0eKpbhfOA

無料

diningIORI/eventspace雲州堂

音楽

Bar カリフラワー

音楽

diningIORI/eventspace雲州堂

上方演芸

ポップス（前川サチコ、グッドルッ
キングガイ）
DJ音楽（QUESTA、MITSUYAS、
DNT）
落語（桂小春團治）

7月4日(土) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg

有料

7月4日(土)

http://www.twitch.tv/bar_cauliflower

無料

7月5日(日) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg

有料

7月5日(日) 15時から

https://www.twitch.tv/alfforecords_twitch

有料

7月5日(日) 16時から

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

有料

7月5日(日) 17時から

https://www.twitch.tv/misono_universe

無料

7月5日(日) 18時から

https://youtu.be/lja0ESFq6EM

無料

7月5日(日) 19時から

http://twicasting.tv/c.bubblenet/shopcart/9541

有料

7月5日(日) 19時から

https://www.instagram.com/lenon_band/

無料

7月5日(日) 20時から

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

有料

7月5日(日) 20時から

https://www.facebook.com/livebar.roots66

無料

7月5日(日) 21時から

https://www.twitch.tv/misono_universe

無料

7月5日(日) 22時から

https://twitcasting.tv/c:kellys2020/shopcart/10950

有料

7月5日(日)

https://twitcasting.tv/stephall_minoya/

有料

DJ音楽等（DJ Motive、ナカシマセイ
Alffo Records

音楽

ジ、河井啓吾、Hayabusa、tKo、
Yasu and more）
『持ち主不明～あたしとかこと～

amHALL

演劇

１』（一明一人、美香本響、中前り
おん）

味園ユニバース

音楽

チャコールグリルパーラーオルケスタ 音楽
バブルネット

音楽

ミュージックバー エム

音楽

DJライブ（舘上典寛、金沢あきよ
し、森山侑史）
ボサノヴァ、ゴスペル（そもさん、
ゆかり☆ゴスペル）
バイオリンインスト（高久知也、前
田遼二、hiko

等）

バンド（Lenon）
『持ち主不明～あたしとかこと～

amHALL

演劇

２』（生田朗子、鈴木洋平、佐合井
マリ子）

Live bar Roots'66

音楽

味園ユニバース

音楽

ミスターケリーズ

音楽

Step HALL

音楽

邦楽ロック（落合新一、岸本博文、
松村佳代子、若狭健太、加藤恭子）
DJライブ（Ree-K、KIHIRANAOKI）
音楽ライブ（西脇千花、筒井裕之、
REIKO、本倉信平）
ギター弾き語り（大塚ケンジ）
アイドルライブ（カラフルスクリー

amHALL

音楽

ム、KissBeeWEST、カラフルスク

7月6日(月) 19時15分から https://ldch.live.inc

有料

7月6日(月) 19時から

有料

リーム研修生、HACHI）
東梅田AZYTATE

音楽

フォーク（竹原ピストル、快賊
guild+、倉沢よしえ）

https://twitcasting.tv/azytate/shopcart/10496

Regalo Gallery & Theater

演劇

Cafe&Restaurant DECO

音楽

住友生命いずみホール

音楽

DAIHATSU

上方演芸

心斎橋角座

観客選択型演劇（太陽、高瀬川すて
ら（劇団ZTON/Sword Works））
DJ（サイケアウツG）
金管五重奏（中嶋尚也、新穂優子、
伊藤数仁、戸井田晃和、北畠真司）
落語（笑福亭鶴二、笑福亭鉄瓶、笑
福亭生寿、桂治門）

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7日(火) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UC3fyVWqAO8u8X-Q5QhQ1nTA

無料

7月7日(火)

https://www.youtube.com/watch?v=PaDkNyE80uk

無料

7月8日(水) 19時から

https://peatix.com/event/1525151/view

無料

7月8日(水) 19時から

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/collections/ライブ配信/prod
有料

お笑い（令和喜多みな実、カベポス
よしもと漫才劇場

上方演芸

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）

Shangri-La
TONBORI BASE

音楽
Café&Info

音楽

よしもと漫才劇場

上方演芸

ROCK TOWN

音楽

バンケットハウス

音楽

ESAKA MUSE

音楽

ニューサントリーファイブ

音楽

SPACE9

上方演芸

ファンダンゴ

音楽

SPACE9

上方演芸

ロックバンド（ドラマチックアラス
カ）
DJ音楽（Ryu-to、STELLA JAPAN
等）
お笑いユニットライブ（マユリカ、
ニッポンの社長、kento fukaya）
ギターロック（HEADLAMP）
バンドミュージック（みるふぃー
ゆ）
バンド、シンガー（High-G、GRAND
COLOR STONE、YOSSY×YOSSY）
ジャズ（SOUTH SIDE QUARTET、
キャンディジャズ楽団）
浪曲ライブ（真山隼人、沢村さく
ら）
ロック（ワッツーシゾンビ、あふり
らんぽ）
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8日(水) 20時30分から https://w.pia.jp/t/dramaticalaska-pls/

有料

7月8日(水) 20時から

https://www.instagram.com/tonbori_base/

無料

7月9日(木) 21時から

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/collections/ライブ配信/prod
有料

7月10日(金) 18時30分から https://www.youtube.com/c/HEADLAMP1234/

無料

7月10日(金) 18時から

https://youtu.be/8H9AHVh5Qgs

無料

7月10日(金) 19時から

https://twitcasting.tv/esakamuse/shopcart/11119

有料

7月10日(金) 19時から

https://www.youtube.com/watch?v=7nnOfKvGNys&list=UUqqI0twP20f060oFLHziROg

無料

7月10日(金) 20時から

https://mayamahayato710.peatix.com

有料

7月10日(金) 21時から

https://eplus.jp/sf/word/0000035517

有料

7月11日(土) 14時から

https://harukasuyose0711.peatix.com/

有料

ブルースバンド（Boogie山本、カン
喫茶館プロコップ

音楽

キアキノブ、平岡智博、荒木譲、永

7月11日(土) 17時から

https://twitcasting.tv/196904080912

無料

田博司）
Step HALL

音楽

サロン喫茶フレイムハウス

音楽

ヒルズパン工場ライブハウス

音楽

G.R CAFÉ TERRACE

音楽

南堀江knave

音楽

Live House Pangea

音楽

CHEVAL OSAKA

音楽

BIG

音楽

JACK

長堀橋WAXX

音楽

ヒビキミュージックサロンリーヴズ

音楽

喫茶館プロコップ

音楽

SPACE9

上方演芸

VOXJAPAN STUDIO

音楽

チャコールグリルパーラーオルケスタ 音楽
Music Club JANUS

音楽

Step HALL

音楽

サロン喫茶フレイムハウス

音楽

G3

音楽

フォーク（くまごろう）

7月11日(土) 18時30分から https://twitcasting.tv/kuma56jin/shopcart/9102

有料

7月11日(土) 19時から

http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q

無料

7月11日(土) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCUnOa67Xjk1CD2uedzX240w

無料

7月11日(土) 20時から

https://www.twitch.tv/grcafeterrace/

有料

7月11日(土) 20時から

https://twitcasting.tv/c:knave__/shop

有料

7月11日(土) 20時から

https://eplus.jp/durian-sp/

有料

7月11日(土) 21時から

https://twitter.com/JPNight2018/status/1281655677413277696

有料

7月11日(土)

https://www.youtube.com/channel/UCrCKjdwJVHsWVWq5mgh6-wQ/featured?disable_polymer=1

有料

7月11日(土)

https://twitcasting.tv/maeda_syachosan/

無料

7月12日(日) 10時から

http://hibiki-leaves.com/index.php?STREAMING%20VIDEO

有料

7月12日(日) 12時から

https://twitcasting.tv/196904080912

無料

7月12日(日) 14時から

https://harukasuyose0712.peatix.com/

有料

アイドル（レイスタ）

7月12日(日) 18時から

https://www.youtube.com/channel/UCaqirfvNBd9t_KZ1UhMHhaQ

無料

ポップス（轟駿）

7月12日(日) 18時から

https://youtu.be/iUa8zOLx2Bo

無料

7月12日(日) 19時から

https://headlinelive.net

有料

7月12日(日) 19時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya

有料

7月12日(日) 19時から

http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q

無料

7月12日(日) 19時から

https://live.line.me/channels/5109911

無料

ポップス（本町うつぼとイニシャル
BB）
ロックバンド（SARD
UNDERGROUND)
バンド（The feels、ママチャリベン
ツ、Heatful★Funks トリオ、Rena）
ソロ弾き語り（優利香）
バンドミュージック（超能力戦士ド
リアン）
DJとダンサーによるパフォーマンス
インストルメンタルバンド（Strange
Blue）
ポップロックバンド（DUFF）
弦楽カルテット（宮田英恵、黒瀬
奈々子、岩井英樹、石田聖子）
ピアノ＆三味線（福岡陽子、野崎竹
勇雅）
落語（露の紫・笑福亭喬介・笑福亭
喬若・桂阿か枝・林家染左）

ポップ・ロックバンド（metro
polica）
ギター弾き語り（有馬元気）
ウクレレ弾き語り（たらすな、M.M.
喫茶店）
DJ（MITOCHY、Fu-min、KB）

CIRCUS

音楽

チャクラ

音楽

G2 PLUS

音楽

ミスターケリーズ

音楽

CIRCUS

音楽

club daphnia

舞踊

芥川珈琲＆World Kitchen Tycho

音楽

ライブハウスSHO

音楽

Regalo Gallery & Theater

演劇

Live house Kiruna

音楽

ピアノ（浅原麻李）

Cafe&Restaurant DECO

音楽

DJ（DJ INDRA）

UMEDA ALWAYS

音楽

サロン喫茶フレイムハウス

音楽

DAIHATSU

上方演芸

心斎橋角座

HEAVEN'S CAFE

音楽

CORNER STONE BAR

音楽

THE PAX 芥川珈琲

音楽

cafe bar voco

音楽

ポップス（kojikoji、空音、Rin音）
アラブ古典音楽（加藤芳樹、秦進
一、森内清敬）
レゲエアーティストによるLIVE
音楽ライブ（溝口恵美子、永田有
吾、萬恭隆、中村雄二郎）
クラブミュージック（Fulltono、
dym）
音楽、ダンス（cortion、ダンススタ
ジオマンチカン）
アコースティック（ドリームブラ
ザーズ

等）

バンド（KOPI LUWAK）
観客選択型演劇（田北良平(リアル
ム)、BANRI）

ジャズ（志水愛、光岡尚紀、田中ヒ
ロシ、前田要子）
ウクレレ（鈴木智貴）
落語（笑福亭遊喬、笑福亭喬介、笑
福亭呂好、笑福亭呂翔）
チューバ＆ユーフォニウム（照喜名
俊典、吉野）
ポップス（チキニカ）
アコースティック（清水あつし、ア
チャコプリーズ）
ジャズ（岩田智貴、鈴木健司、堤下
功一）

7月12日(日) 20時から

https://eplus.jp/sf/detail/3291630001-P0030001

有料

7月12日(日) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCXiQaRKW9MoxJfWalpkqbbw

有料

7月12日(日) 21時から

http://www.jp-night.com/

有料

7月12日(日) 22時から

https://twitcasting.tv/c:kellys2020/shopcart/11298

有料

7月13日(月) 21時から

https://www.twitch.tv/circus

無料

7月13日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCyKTa_AAikUiMW484_QJxeQ?view_as=subscriber

無料

7月13日(月) 22時から

https://youtu.be/BFwWJcK52Ew

無料

7月14日(火) 12時から

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

無料

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14日(火) 19時から

https://youtu.be/RPxjrfLnGF4

無料

7月14日(火) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UC3fyVWqAO8u8X-Q5QhQ2nTA

無料

7月14日(火) 20時から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01q820112yx1q.html

無料

7月15日(水) 19時から

http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q

無料

7月15日(水) 19時から

https://peatix.com/event/1525158/view

無料

https://www.facebook.com/HeavensCafe/phot
7月15日(水) 19時から

os/a.145832085494722/3144313688979865/?t

有料

ype=3&theater
7月15日(水) 21時から

https://youtu.be/geIF0T5fYJY

無料

7月15日(水) 22時から

https://youtu.be/QRlhVtwRKBA

無料

7月16日(木) 19時から

https://m.facebook.com/barvoco/

無料

BIGTWIN DINER PANHEAD GROOVE 音楽

ロックバンド（ジンバジ）

7月16日(木) 20時30分から https://tiget.net/events/93215

無料

Live House Mrs.Dolphin

バンドミュージック（F.Trinoski）

7月16日(木) 20時から

無料

音楽

https://www.youtube.com/channel/UCoVzRxI9n11AZToUP-rE3-w

ノワ・アコルデ音楽アートサロン

音楽

揚琴（山本敦子）

7月17日(金) 12時から

https://www.youtube.com/channel/UCvobPSpR2lZz59N06Ngw9Pw

無料

バンケットハウス

舞踊

ダンス（Tomoka）

7月17日(金) 18時から

https://youtu.be/GK7LmncVnE8

無料

Step HALL

音楽

歌、ピアノ（Tatsuya）

7月17日(金) 19時30分から https://twitcasting.tv/stephall2nd

有料

Live Space BAR SHRIMP

音楽

ロック（MONEY MAKER）

7月17日(金) 19時30分から https://twitcasting.tv/miyabi_ueda

有料

サロン喫茶フレイムハウス

音楽

ジャズ（ABBA）

7月17日(金) 19時から

http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q

無料

Music Bar HOKAGE

音楽

メタルパンク（TEMPLE）

7月17日(金) 20時30分から https://twitcasting.tv/c:temple369/shopcart/14090

有料

7月17日(金) 20時から

有料

ジャズ（SOUTH SIDE QUARTET、
ニューサントリーファイブ

音楽

Mitch Quartet、キャンディジャズ楽

https://orlaigh.zaiko.io/e/djo-717

団）
Live house Kiruna

音楽

ロック（ゴードマウンテン）

7月17日(金) 20時から

Musicsquare1624 TENJIN

音楽

ロック（ACE）

7月18日(土) 17時

Live Space BAR SHRIMP

音楽

BIGTWIN DINER SHOVEL

音楽

サロン喫茶フレイムハウス

上方演芸

バブルネット

音楽

café&dining goo-note

音楽

café&dining goo-note

舞踊

Soap opera classics-Umeda-

舞踊

オーバルシアター

演劇

CHEVAL OSAKA

音楽

ヒビキミュージックサロンリーヴズ

音楽

ロック（CANDY BOX、南帆風、

https://www.youtube.com/watch?v=GJwx3z6x
sB8
http://www.mam-1624.com/live/202007/20200718n.html

無料
無料

7月18日(土) 19時30分から https://twitcasting.tv/miyabi_ueda

有料

ネオクラシカル（三谷 哲也）

7月18日(土) 19時から

https://tiget.net/events/93211

有料

落語（桂花團治）

7月18日(土) 19時から

http://m.youtube.com/channel/UCttZ7MvJTHTe2FOBVdreH8Q

無料

7月18日(土) 19時から

http://twicasting.tv/c.bubblenet/shopcart/9767

有料

ジャズ（浅龍＆Satsuki）

7月18日(土) 19時から

https://www.youtube.com/watch?v=Ot_G080rKQY&feature=youtu.be

無料

河内音頭（笑龍会）

7月18日(土) 20時30分から https://www.youtube.com/watch?v=rsBQKDDzdyI

無料

7月18日(土) 20時から

https://twitcasting.tv/soarsmusic_ch

無料

7月18日(土) 20時から

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

有料

7月18日(土) 23時から

https://twitter.com/JPNight2018/status/1281655789908660224

有料

7月19日(日) 10時から

http://hibiki-leaves.com/index.php?STREAMING%20VIDEO

有料

7月19日(日) 15時から

https://www.instagram.com/explore/locations/505771154/

無料

7月19日(日) 17時

http://www.mam-1624.com/live/202007/20200719n.html

無料

MINAGI）

ポップス（岡崎雪、高久知也、田中
志帆、hiko）

ライブパフォーマンス（Fujiko、内川
樺月、齋明寺麻里愛、瀧本りおな）
コンテンポラリーサーカス
（OsakaMasters）
DJとダンサーによるパフォーマンス
（未定）
無伴奏クラリネット（竹内久力）
ステージショー（あざーす・のず、

手品家

梅田店

舞踊

MOE、アント、DBショー、チャッ
ピー）

Musicsquare1624 TENJIN

音楽

ロック（face to ace）

難波Mele

音楽

マージービート（ザ・マンティス）

7月19日(日) 18時から

https://www.youtube.com/user/nambamele

無料

7月19日(日) 18時から

https://youtu.be/EXOzSEZFHqQ

無料

7月19日(日) 19時から

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

有料

7月19日(日) 19時から

https://live.line.me/channels/5109911

無料

7月19日(日) 19時から

https://www.facebook.com/100002038753944/videos/3113008615443733

無料

7月19日(日) 20時から

https://twitcasting.tv/soarsmusic_ch

無料

7月19日(日) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCXiQaRKW9MoxJfWalpkqbbw

有料

7月20日(月) 20時から

https://www.youtube.com/user/246movie

無料

7月20日(月) 20時から

https://m.facebook.com/barvoco/

無料

7月20日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

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

7月22日(水) 20時から

https://www.instagram.com/tonbori_base/

無料

7月22日(水)

https://www.youtube.com/channel/UCQaP3-6dn4qNCMXsifbYrVA

無料

7月23日(木) 14時半から https://instagram.com/kakurenga?igshid=1x3mvdesj97ks

無料

ジャズポップス、サックススタン
チャコールグリルパーラーオルケスタ 音楽

ダードジャズ（NAO with Friends、
H-Quintet）

オーバルシアター

演劇

G3

音楽

Overheat早乙女

音楽

Soap opera classics-Umeda-

音楽

チャクラ

音楽

246 LIVEHOUSE GABU

音楽

cafe bar voco

音楽

伽琉駝門カフェ

音楽

コンテンポラリーサーカス
（OsakaMasters）
DJ（YOGA、RYU-To、BZMR）
バラード、ロック（川越壽郎、西浦
吾一）
アコースティック（ねっちぼっち、
西村広文）
ラップスチールギター（長田Taco和
承、リキュー）
ロック（the McFaddin）
ジャズ（ADEY井上満善、KARIN西江
花梨）
フラメンコギター（ルシアーノ・
ゴーン）
『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、

道頓堀ZAZA

BOX

演劇

妃那マリカ、細川慶太良、西島諄、
染行エリカ）

TONBORI BASE

Café&Info

音楽

Step HALL

音楽

カクレンガ

音楽

DJ音楽（Karon、STELLA JAPAN
等）
ロックバンド（ラセン階段）
ジャズ（藤井美穂、滝川雅弘、山本
学、高坂照雄、塩月政登）

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) 19時から

無料

MousePiece-ree））
Live House Mrs.Dolphin

音楽

ソウル等（KOZ、鎌野武馬、藤野恒
二）

https://www.youtube.com/channel/UCrEIopHhlqBmLE1h0yMFrCg

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

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

有料

7月24日(金) 12時から

https://www.youtube.com/channel/UCvobPSpR2lZz59N06Ngw9Pw

無料

7月24日(金) 16時から

https://www.twitch.tv/milulari

無料

（Cheeky☆Queens）
ノワ・アコルデ音楽アートサロン

音楽

なんばミルラリ

音楽

オーボエ・チェンバロデュオコン
サート（東野正子、中野聡子）
ラップ（hrtk 等）

https://www.facebook.com/HeavensCafe/phot
HEAVEN'S CAFE

音楽

ポップス（橋口俊宏、D）

7月24日(金) 19時から

os/a.145832085494722/3144313688979865/?t

有料

ype=3&theater
ゴスペル（Cassandra Peack、奏
HOUSE OF GOSPEL

音楽

楽：徳勢マキ、ラリー・ランサム、

7月24日(金)

https://www.youtube.com/channel/UCzLniD_qchjkdeRsrd6zy7Q/

無料

足立学、Harlem JP Choir)
オーバルシアター

演劇

人形劇『FOXES きつね』（KIO）

7月25日(土) 10時から

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

無料

大槻能楽堂

伝統芸能

能楽公演（大槻文藏、大槻裕一等）

7月25日(土) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UCpWvY0oUWSQqnsHPHPVDaCg

無料

シアターセブン

伝統芸能

活弁（坂本頼光、大森くみこ

7月25日(土) 14時から

他）

http://www.theaterseven.com/ev/ev_s200725.html

有料

歌謡曲、ポップス、イリュージョ
マース

音楽

ン、和妻（安倍理津子、キタノ大

7月25日(土) 16時から

https://www.youtube.com/user/yumegenkibito/

無料

https://www.youtube.com/channel/UCfbXTpaKNZHILAU5X3XuXJg

有料

地）
diningIORI/eventspace雲州堂

舞踊

タップダンス（ケイタロウ）

7月25日(土) 19時から

Live house Kiruna

音楽

ロック（かずき山盛り）

7月25日(土) 19時から

Restaurant＆Entertainment BONILLA 音楽

マース

音楽

ジャズ（アロージャズオーケスト
ラ）
アルゼンチンタンゴ（ロベルト・
デ・ロサーノ、マコ）

7月25日(土)

https://www.youtube.com/watch?v=nS5nSBkb
J1c

から1週間程度 https://www.youtube.com/channel/UCSwmNyrS1EvZ-8lXDfhWS-g

7月25日(土) から3か月間 https://www.youtube.com/user/yumegenkibito/

無料
無料
無料

ゴスペル（Harlem JP Choir・Harlem
HOUSE OF GOSPEL

音楽

Mass Choir、Cassandra、佐藤ゆか

7月25日(土) 夕方

https://www.youtube.com/channel/UCzLniD_qchjkdeRsrd6zy7Q/

無料

7月25日(土)

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

有料

7月25日(土)

https://www.youtube.com/channel/UCcXsPv95-EV5FHYOrI52QnA

無料

7月25日(土) 18時から

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

有料

7月25日(土) 17時から

https://www.youtube.com/watch?v=YJQNd5AwZAY&feature=youtu.be

無料

7月26日(日) 12時から

http://www.showroom-live.com/9c4bb635852

有料

7月26日(日) 14時から

https://twitcasting.tv/c:2tl_ctl

無料

7月26日(日) 16時30分から https://youtu.be/K-TgZL2jg9s

無料

7月26日(日) 17時から

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

有料

7月26日(日) 19時から

https://twitcasting.tv/stephall_minoya

有料

7月26日(日) 19時から

https://eplus.jp/sf/detail/3298990002-P0030001

有料

7月26日(日) 20時から

https://twitcasting.tv/5thstreet1

無料

7月26日(日) 21時から

http://www.jp-night.com/

有料

7月26日(日) 18時から

http://la-campanella.jp

無料

り、Wings、Men of Excelent）
リーディング芝居『一番の誕生
HEP

HALL

演劇

日！』（小池裕之、南川泰規、駒野
侃、上瀧昇一郎、古谷ちさ）

シャンソニエ

ジルベール・ベコー

音楽

シャンソン（小室弥須彦、釋恵一
等）
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

歌声喫茶＆小劇場「ほっとすてんしょん」 音楽

LIVEHOUSE39

音楽

C.T.L.BANK

音楽

VOXJAPAN STUDIO

音楽

等）

懐かしの歌声喫茶（MAKO、仮屋崎
郁子

等）

弾き語り（さく）
クラシック（清水美也子、中塚哲司
等）
アイドル（レイスタ）
一人芝居、二人芝居（松尾璃空・森

藝術工場⦿カナリヤ条約

演劇

下ユウキ・白井創・関根美帆・長島
美夏子・白川優弥・吉岡佳奈・加島
未来）

Step HALL

音楽

Live House Pangea

音楽

5th Street Like-a Hall

音楽

G2 PLUS

音楽

ラカンパネラ

音楽

ギター弾き語り（有馬元気）
バンドミュージック（空きっ腹に
酒）
アコースティックギター（岸部眞
明）
ヒップホップアーティストによる
LIVE
クラシック（松田紗季、石津沙紀、
上田百合香、山口知代、樋上眞生）

クラシック（森池日佐子、藤原道
ラカンパネラ

音楽

代、倉橋緑、朝山加奈子、樋上眞

7月26日(日) 19時30分から http://la-campanella.jp

無料

7月26日(日)

https://tiget.net/events/96330

有料

7月26日(日) 14時から

https://www.youtube.com/watch?v=6PVJuo9jp4o&feature=youtu.be

無料

生）
短編戯曲『保健室で抜く男子高校生
HEP

HALL

演劇

の話』（福田薫、中島大、古見時
夢、辻谷敬亮）

歌声喫茶＆小劇場「ほっとすてんしょん」 音楽

フォークの歌声喫茶（MAKO、仮屋
崎郁子

等）

https://twitcasting.tv/ryoheihei53/shopcart/13
umeda TRAD

音楽

ギター弾き語り（芦田良平）

7月27日(月) 20時から

473?fbclid=IwAR0sSIPnVJUSpmpB8h6S1UWZ_

無料

7oOEB3fRXPfAV1DuGrhykhhpM9JxItQMVE
伽琉駝門カフェ

音楽

club daphnia

舞踊

Step HALL

音楽

Regalo Gallery & Theater

演劇

Overheat早乙女

音楽

ラテンジャズバンド（あべ～なブラ
ス）
音楽、ダンス（YPY、ダンススタジオ
マンチカン）
ギター弾き語り（大塚ケンジ）
観客選択型演劇（為房大輔（劇団
ZTON）、山岡美穂）
ギター弾き語り（高屋征二）

7月27日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

7月27日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCyKTa_AAikUiMW484_QJxeQ?view_as=subscriber

無料

7月27日(月)

https://twitcasting.tv/stephall_minoya

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

7月28日(火) 19時から

https://www.facebook.com/100002038753944/videos/3138670159544245

無料

https://www.amabilephilharmonic.com/%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82

アマービレホール

音楽

ピアノ三重奏（釋伸司、山岸孝教、
安達萌）

7月28日(火) 18時から

%E8%B2%B8%E3%81%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%8
3%AB-

無料

%E8%B2%B8%E3%81%97%E7%B7%B4%E7%BF%92%E5%
AE%A4/

カクレンガ

舞踊

ドルチェ・アーティスト・サロン大阪 音楽
ポテトキッド

音楽

マジックライブ（デビットちんすこ
う、野末隼）
クラリネットトリオ（持丸秀一郎、
北口大輔、樋上愛加）
ロック、ブルース（清水興、井上尚
大、ベーカー土居）

7月28日(火) 17時から

https://instagram.com/kakurenga?igshid=1x3mvdesj97ks

無料

7月28日(火) 19時から

https://dolce-classic-ch.com/products/detail.php?product_id=226

有料

7月29日(水) 20時から

https://twitcasting.tv/c:potatokid9394/shopcart/15626

有料

Live House Mrs.Dolphin

音楽

ポップス（寺尾仁志、藤野恒二）

7月29日(水) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCrEIopHhlqBmLE1h0yMFrCg

無料

https://twitcasting.tv/f:1123747494629973/sh
umeda TRAD

音楽

ギター弾き語り（勝詩）

7月29日(水) 20時から

opcart/14538?fbclid=IwAR2tx6HpYQT_gvIMak
SNIQ15au3VleogxGnEDmZcVMFBtXGbM_O4U

無料

8F2PiA
ノワ・アコルデ音楽アートサロン

音楽

JACK ROSE

音楽

JACK ROSE

音楽

Live Space BAR SHRIMP

音楽

ピアノコンサート（松浦愛美）
ジャズ（竹田一彦、寺井豊、上山崎
初美）
ジャズ（竹下清志、高岡正人、上山
崎初美）
ピアノ弾き語り（左京めぐみ、キム
ラ亮）

7月31日(金) 12時から

https://www.youtube.com/channel/UCvobPSpR2lZz59N06Ngw9Pw

無料

7月31日(金) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UChy_J5I99wYIk0YmKBMarpg

無料

7月31日(金) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UChy_J5I99wYIk0YmKBMarpg

無料

7月31日(金) 21時から

https://twitcasting.tv/shrimp_akita

無料

https://www.amabilephilharmonic.com/%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82

フルート・オーボエ・トランペッ
アマービレホール

音楽

ト・ピアノ（窪田香織、福盛貴恵、

7月31日(金) 11時から

西谷良彦、安達萌）

%E8%B2%B8%E3%81%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%8
3%AB-

無料

%E8%B2%B8%E3%81%97%E7%B7%B4%E7%BF%92%E5%
AE%A4/
https://www.amabilephilharmonic.com/%E8%8C%A8%E6%9C%A8%E5%B8%82

アマービレホール

音楽

弦楽四重奏（木村修子、三谷りょ
う、三木香奈、山岸孝教）

7月31日(金) 15時から

%E8%B2%B8%E3%81%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%8
3%AB-

無料

%E8%B2%B8%E3%81%97%E7%B7%B4%E7%BF%92%E5%
AE%A4/

Discover Studio

音楽

LIVEHOUSE39

音楽

カフェ・クレール

音楽

八尾シルキーホール

音楽

C.T.L.BANK

音楽

ジャズ、ポップス、ソウル
（RISACO、上條瑞穂、上條智志）
電子楽器演奏（absolute ego
dance）
ソプラノ、ピアノ（金岡伶奈、辰村
千花）
オリジナルライブ（招福ハレルヤ）
アコースティック（若林美樹、あす
りーな）

7月31日(金) 21時から

https://www.youtube.com/watch?v=MtEQvgTF7P0&feature=youtu.be

無料

8月1日(土) 13時から

http://www.showroom-live.com/9c4bb635852

有料

8月1日(土) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UCyNaEWfcxmoAFvSMTX0Tlsw

無料

8月1日(土) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=GHyUBkD0jH8&t=895s

無料

8月1日(土) 19時から

https://twitcasting.tv/c:2tl_ctl

無料

Restaurant＆Entertainment BONILLA 音楽

トロピカルサウンド（スチーリン
グ・ウインド）
ジャズ（MIKI HIROSE JAZZ

8月1日(土)

から1週間程度 https://www.youtube.com/channel/UCSwmNyrS1EvZ-8lXDfhWS-g

無料

8月1日(土)

https://www.youtube.com/channel/UCwdRijA01x0JuUnrheSUM2A

無料

ロイヤルホース

音楽

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

Music Bar HOKAGE

音楽

ロック（BIRUSHANAH、GORAKU）

8月1日(土) 20時30分から

https://www.youtube.com/channel/UC9EVJ0sg0b5sOgFoBbnSVnQ

有料

スタジオACT

音楽

8月1日(土) 14時から

https://www.showroom-live.com/jumpingkiss

無料

八尾シルキーホール

音楽

癒しのプログラム（招福ハレルヤ）

8月2日(日) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=_-Ak0Otynq8&t=4093s

無料

道頓堀ZAZA

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

8月3日(月) 19時から

https://www.instagram.com/explore/locations/505771154/

無料

8月3日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

8月3日(月) 19時から

https://dolce-classic-ch.com/products/detail.php?product_id=227

有料

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4日(火) 21時から

https://twitcasting.tv/cog_singer

無料

8月4日(火)

https://www.youtube.com/channel/UCcXsPv95-EV5FHYOrI52QnA

無料

8月5日(水) 21時から

https://twitcasting.tv/superior_shotta

無料

8月5日(水) 20時から

https://www.instagram.com/tonbori_base/

無料

8月5日(水) 21時から

https://www.youtube.com/watch?v=2Kwd8N4fDgY

無料

8月5日(水) 19時から

https://www.symphonyhall.jp/

無料

POCKET'S

ORCHESTRA）

アイドルライブ（Jumping Kiss
等）

ステージショー（あざーす・のず、
手品家

梅田店

舞踊

MOE、チャッピー、ナオキ、すたん
りー）

伽琉駝門カフェ

音楽

ドルチェ・アーティスト・サロン大阪 音楽

アラブ音楽、ベリーダンス（しんき
ちさん、美波）
クラリネットトリオ（持丸秀一郎、
日髙剛、樋上愛加）
観客選択型演劇（大曽根クルール

Regalo Gallery & Theater

演劇

（劇団ウンウンウニウム）、宇佐美
みお（劇団ウンウンウニウム））

Live Space BAR SHRIMP

音楽

シャンソニエ

音楽

ジルベール・ベコー

DOWNTOWN
TONBORI BASE

音楽
Café&Info

音楽

ポップス（CoG=コージー）
シャンソン（小室弥須彦、立津宏祠
等）
DJ（SUPERIOR

等）

DJ音楽（Ryu-to、STELLA JAPAN
等）

CORNER STONE BAR

音楽

ダブミュージック（HAV）

ザ・シンフォニーホール

音楽

ハードレイン

音楽

ロック（ASAYAKE01）

8月6日(木) 20時から

https://twitcasting.tv/c:umedahardrain/shopcart/18225

有料

CORNER STONE BAR

音楽

テクノポップ（IMO）

8月6日(木) 21時から

https://www.youtube.com/watch?v=UmbU647pf6U

無料

クラシック（堀江政生、堀江詩葉、
堀江恵太）

para-dice

音楽

ハードレイン

音楽

音カフェ

音楽

弾き語り、R&B、ヒップホップ
（ASAYAKE01）
バンドミュージック（おとぼけビ～
バ～、あふりらんぽ）
ピアノインストルメンタル（ビス
コ．マルオノ、SHINO）

8月7日(金) 17時から

https://www.youtube.com/channel/UCVML-g5LWRIZLC-C3KIIWfQ

無料

8月7日(金) 20時から

https://ssl.twitcasting.tv/c:umedahardrain/shopcart/18303

有料

8月8日(土) 12時から

https://www.youtube.com/channel/UCZASiT4cR711x-TdM9wY6Ww

無料

8月8日(土) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UCyNaEWfcxmoAFvSMTX0Tlsw

無料

8月8日(土) 13時から

https://www.youtube.com/watch?v=QXGuqi_E_zY

無料

サックスカルテット、ピアノ(佐藤宏
カフェ・クレール

音楽

亮、松葉彩、板倉峻、玉田敏洋、早
川藍香)

日本キリスト教団

島之内教会

音楽

オペラ（糀谷栄里子、松井るみ、越
知晴子）
落語（桂三若、笑福亭鉄瓶、桂華

大阪福島令和亭

上方演芸

Cafetin de BuenosAires

舞踊

大阪福島令和亭

上方演芸

PIANO BAR Pocket

音楽

芥川珈琲＆World Kitchen Tycho

音楽

DJライブ（DJハマショー

クラブピカデリー

音楽

ライブパフォーマンス

日本キリスト教団

島之内教会

音楽

八尾シルキーホール

音楽

ザ・シンフォニーホール

音楽

Sound Bar Mizu no Oto

音楽

稲倉マウンテンフラッシュ

音楽

紋、桂紗綾）
タンゴコンサート（麻場利華、星野
俊路、後藤雅史、麓朝光）
落語（桂かい枝、鈴々舎八ゑ馬、露
の紫、桂紗綾）
シャンソン等（藤本統紀子、釋恵
一、土井淳

等）
等）

オペラ（井上元気、高橋純、越知晴
子）
ヘビーメタル（TWIN TAIL）
クラシック（堀江政生、堀江詩葉、
堀江恵太）
クラブミュージック（LARGE-T、
AKKO、down8）
ダンスミュージック（ツリーバン
ド、ダーボーズ）

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

有料

8月8日(土) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UC2in6H8y2-yfSQGyTpM1z1g

有料

8月8日(土) 18時から

http://ptix.at/DSPPsl

有料

8月8日(土) 20時から

http://www.youtube.com/channel/UC4TeoQifsaTxFFXL2NnfKQw

無料

https://www.youtube.com/channel/UCnS2Tbtuo70GHKpI5IlYDNg

無料

8月8日(土)

https://live.line.me/channels/5094441

無料

8月9日(日) 13時から

https://www.youtube.com/watch?v=wQZs1kmj-AA

無料

8月9日(日) 15時から

https://www.youtube.com/watch?v=CNwp8kewTf4

無料

8月9日(日) 17時から

https://www.symphonyhall.jp/

無料

8月9日(日) 19時から

https://m.twitch.tv/mizu_no_oto/profile

無料

https://www.facebook.com/pages/category/Performance---Event-Venue/稲倉マウンテンフラッシュ-100978504977752/

無料

8月8日(土)

8月10日(月)

21時45分
から

稲倉マウンテンフラッシュ

音楽

Regalo Gallery & Theater

演劇

セブンデイズ京橋

音楽

Music Bar HOKAGE

音楽

コンテ・ローゼ

音楽

THE PAX 芥川珈琲

音楽

難波Mele

音楽

十三BlackBoxx

演劇

道頓堀ZAZA

演劇

HOUSE

para-dice
道頓堀ZAZA

音楽
BOX

舞踊

ダンスミュージック（ナチュラル
ルーツ、ワイラーズ）
観客選択型演劇（佐藤俊作(MC企
画)、原田智子）
ポップス（河野圭佑）
ドラムセッション（モックン、武田
充貴、ケンタロス）
ジャズ（大塚善章、田中ヒロシ、宗

8月10日(月)

https://www.facebook.com/pages/category/Performance---Event-Venue/稲倉マウンテンフラッシュ-100978504977752/

無料

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11日(火) 20時から

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01cevj114s034.html

無料

8月11日(火) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UC9EVJ0sg0b5sOgFoBbnSVnQ

無料

8月11日(火) 18時30分から https://youtu.be/_r0v-vo7fpk

無料

DJライブ（DJチャンス）

8月12日(水) 22時から

https://www.youtube.com/channel/UCMfnBJRDEa0AkRooHB0aXyQ

無料

歌謡ショー（ザ・たこさん）

8月12日(水) 21時から

http://youtube.com/user/nambamele

無料

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14日(金) 17時から

https://www.youtube.com/channel/UCVML-g5LWRIZLC-C3KIIWfQ

無料

8月14日(金) 17時から

https://v2.kan-geki.com/liveStreaming/ticket/15

有料

8月15日(土) 20時から

https://twitcasting.tv/2ndline_tweet/movie/634879567

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15日(土) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCIOoNWcX0s4D0Qe9o-JsEMA?view_as=subscriber

無料

8月15日(土) 20時から

http://www.youtube.com/channel/UC4TeoQifsaTxFFXL2NnfKQw

無料

8月15日(土) 20時から

https://www.youtube.com/watch?v=-nB3240YQsY

無料

8月15日(土) 20時から

https://youtu.be/Zc0_PQ2GQrg

有料

8月16日(日) 20時から

https://twitcasting.tv/2ndline_tweet/movie/635096804

無料

川信、新井雅代）

『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）
ポップス（雨市）
舞踊（實川ふう、小久保びん、小山
裕美、浦川舞奈、伊瑳谷門取）

LIVE SQUARE 2nd LINE

音楽

ギター弾き語り（FASE）

ステージプラス

演劇

ステージプラス

演劇

フェザンレーヴ

音楽

PIANO BAR Pocket

音楽

シャンソン、タンゴ（釋恵一

八尾シルキーホール

音楽

ハードロック、弾き語り（ATSUYA）

UMEDA ALWAYS

音楽

LIVE SQUARE 2nd LINE

音楽

『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））
シンガーソングライター（小嶋天
耀）
等）

ジャズ（YOKOOBB（横尾昌二郎
等））
ロックバンド（bed time sheep）

ヒビキミュージックサロンリーヴズ

音楽

ライブスポットテンション

音楽

ヴァイオリン、ピアノ（ギオルギ・
バブアゼ、村田睦美）
ボーカル・ギター、ピアノ（ハス
実、小島マキ）

8月16日(日) 10時から

http://hibiki-leaves.com/index.php?STREAMING%20VIDEO

有料

8月16日(日) 13時35分から https://twitcasting.tv/hsmusic_ssw

無料

8月16日(日) 16時から

https://icoradio.com/

無料

8月16日(日) 17時から

http://hacobore.weebly.com/

有料

8月16日(日) 18時から

https://www.youtube.com/user/246movie

無料

8月16日(日) 20時から

https://www.youtube.com/watch?v=5Ao6qwzCqYY

無料

8月16日(日) 20時から

https://www.youtube.com/watch?v=AMLxS4H7Lgs

無料

漫才、落語、音楽等（山田ジャッ
サンミュージックホール

上方演芸

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）

ステージプラス

演劇

246 LIVEHOUSE GABU

音楽

八尾シルキーホール

音楽

八尾シルキーホール

音楽

スタジオ

音楽

イオロス

伽琉駝門カフェ

舞踊

Regalo Gallery & Theater

演劇

Live Music＆Bar BEGGARS BANQUET 音楽
あいおいニッセイ同和損保

ザ・フェニックスホール

音楽

朝日放送ビル

ABCホール

伝統芸能

朝日放送ビル

ABCホール

伝統芸能

GHOST ultra lounge

音楽

TONBORI BASE

音楽

Café&Info

『空箱』（演劇集団ハコボレ（前田
隆成、大形駿也））
ロック（AFRICA、special Favorite
Music、ベルマインツ）
ヘビーメタル、ロック（M.A.T）
ヘビーメタル、ロック（The
Feelgood Factor）
ジャズ（橋本有津子、橋本裕、高坂
照雄）
フラメンコ（二宮光彦、志水誠、東
勇人、中西雄一、秦晴美、岡較子）
観客選択型演劇（長野祐、森田花音
）
ブルースロック（TheDizzyTones）
クラシックギター（岩崎慎一、益田
展行、猪居謙、猪居亜美）
文楽（吉田玉助、桐竹紋吉、鶴澤友
之助

等）

文楽（吉田玉助、桐竹紋吉、鶴澤友
之助

等）

DJ（DJ LEAD、DJ DANBO、DJ
KAZUYA）
DJ音楽（モナキング、STELLA
JAPAN

等）

8月17日(月) 19時から

https://17appv2.onelink.me/D7OH?pid=InappShare&af_c_id=profilepage&af_dp=media17://v2/streamer_profile/f12680c7-db6c-4ad3-8cbb-4949db0d7597&af_web_dp=https://17.live/profile/u/f12680c7-db6c-4ad3-8cbb-4949db0d7597?lang=ja

無料

8月17日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

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18日(火) 20時30分から

https://eplus.jp/sf/detail/3307110002-P0030001?P6=001&fbclid=IwAR2wgFE0yGN69u2rIpzcDm4DBYi-cDEtNPexf0Vj23whNx5W_-EqL5jCDfo

有料

8月18日(火)

https://phoenixhall.jp/

無料

8月19日(水) 10時から

https://www.asahi.co.jp/event/bunraku2020/

無料

8月19日(水) 10時から

https://www.asahi.co.jp/event/bunraku2020/

無料

8月19日(水) 18時から

https://live.line.me/channels/5059851

無料

8月19日(水) 20時から

https://www.instagram.com/tonbori_base/

無料

DOWNTOWN

音楽

GHOST ultra lounge

音楽

DJ（DJ KEITA）
DJ（DJ MARTIN、DJ AR、DJ
SWEEP）

8月19日(水) 21時30分から https://twitcasting.tv/superior_shotta

無料

8月20日(木) 18時から

https://live.line.me/channels/5059851

無料

8月20日(木) 19時から

https://youtu.be/eWGHqaRFOM0

無料

8月20日(木) 19時から

https://youtu.be/TAlDSftWPxE

無料

8月21日(金) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UC4lM8QRszXYPhUUjvLsmYnQ

無料

諸芸、漫才、漫談、手品、コント
（DNA池上、華井二等兵、にしね・
なんば白鯨

上方演芸

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）
サブカルお笑いライブ（七井コム

なんば紅鶴

上方演芸

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）

一心寺南会所
道頓堀ZAZA

上方演芸
HOUSE

浪曲（真山隼人、京山幸太、京山幸
乃、三原麻衣）

演劇

歌劇（未央一）

8月21日(金) 17時から

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

有料

音太小屋

音楽

ギター（ミキ、芳賀）

8月21日(金) 20時から

https://www.facebook.com./音太小屋-151801591567250

無料

ライブスポットテンション

音楽

8月21日(金) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UChO1pKbF1QuPoXyfl2-TB1Q

無料

Discover Studio

音楽

8月21日(金) 21時から

https://youtu.be/vsIyIZB_WGs

有料

ライブスペース堀江Goldee

音楽

8月21日(金)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

有料

ミュージックバーkichikichi

音楽

8月22日(土)

https://www.youtube.com/watch?v=ue14I56UlcQ

無料

石炭倉庫

舞踊

8月22日(土) 10時から

https://www.youtube.com/channel/UCEzKHkyBsgdIFe79MUwqedg

無料

音カフェ

音楽

8月22日(土) 12時から

https://www.youtube.com/channel/UCZASiT4cR711x-TdM9wY6Ww

無料

サンケイホールブリーゼ

上方演芸

8月22日(土) 14時から

http://ptix.at/WbGugm

有料

エンターテイメントスペースBLOCK

舞踊

8月22日(土) 17時から

https://www.youtube.com/sproutdance

無料

喫茶館プロコップ

音楽

8月22日(土) 18時から

https://twitcasting.tv/196904080912/shopcart/11273

有料

サックス、ギター（山口マリ、西川
和一郎

等）

R&B、ソウル、ハードロック
（TAKA、上條智志、Kammy）
音楽ライブ（武田祥太）
ロック、ポップス（CHIKI CHIKI－
ず）
コンテンポラリーダンス（樋口洋子
、亀井澄夫等）
ポップス（小出夏花

等）

英語落語（桂米團治、桂團治郎、内
海英華、桂あさ吉）
ダンスパフォーマンス（SPROUT
DANCE STUDIO）
ジャズ＆ポップス（はいどらんじあ
yaco、竹中真）

茶吉庵

音楽

弦楽三重奏（石上真由子、小峰航
一、加藤文枝、岩井英樹）

8月22日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCurXGoa9Xa1Eb7wZbKbMICw

無料

8月22日(土) 19時30分から https://www.youtube.com/user/vocalalamusica/

無料

8月22日(土) 20時から

https://www.facebook.com./音太小屋-151801591567250

無料

8月22日(土) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCIOoNWcX0s4D0Qe9o-JsEMA?view_as=subscriber

無料

8月22日(土) 23時から

https://m.twitch.tv/mizu_no_oto/profile

無料

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22日(土) 12時から

https://www.facebook.com/juice.gori

無料

8月22日(土)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

無料

8月22日(土)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

有料

8月23日(日) 10時から

http://hibiki-leaves.com/index.php?STREAMING%20VIDEO

有料

クラシック、ジャズ、ポップス（マ
café&dining goo-note

音楽

ツモトアケミ、羽間夏之介、満島宏
美、ポッキー、Y・M）

音太小屋

上方演芸

フェザンレーヴ

音楽

落語、ギター弾き語り（桂米二、
Kann）
サックス（ロメロ）
フリースタイルMCバトル（十三不

Sound Bar Mizu no Oto

音楽

塔、ケッチ＆カストロビーツ、エニ
グマ、XLIVK 等）
仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘

ウイングフィールド

演劇

ギ、かしこしばい、演劇創造ユニッ
ト〔フキョウワ〕）

FIGYA

演劇

JUICE

舞踊

ライブスペース堀江Goldee

音楽

ライブスペース堀江Goldee

音楽

ヒビキミュージックサロンリーヴズ

音楽

影絵劇（CORONA)
ダンスパフォーマンス（BOOZER、
NAO+koyuki、Earthy Fusion

等）

音楽ライブ（神凪涙羽）
音楽ライブ（神戸幕末海援隊、武田
祥太、ELSE

等）

無伴奏チェロ（上森祥平）
アイドルライブ（イロハサクラ、イ

A-kukan

音楽

ンフローレ女学院、OSAKA翔

8月23日(日) 12時30分から https://livecloud.jp/contents/131

有料

GANGS、ホシ☆グミ）
ムラマツリサイタルホール新大阪

音楽

オペラ（小濱妙美、關口康祐）

8月23日(日) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UCtbhRmsXatXOvKW8ykQSYUQ

無料

ムラマツリサイタルホール新大阪

音楽

オペラ（小濱妙美、關口康祐）

8月23日(日) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UCtbhRmsXatXOvKW8ykQSYUQ

無料

摂津響Saal

音楽

8月23日(日) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UC-45zugOr__9VpOcg8BJWXg/channels

無料

サンケイホールブリーゼ

上方演芸

8月23日(日) 14時から

http://ptix.at/Jtu2rL

有料

スペースアッシュ

舞踊

8月23日(日) 18時から

https://twitcasting.tv/c:funkevent_soos/shopcart/15092

有料

歌、ピアノ（新井俊稀、次郎丸智
希、佐藤勇作）
上方落語（桂弥壱、桂弥太郎、桂
弥っこ、桂吉弥）
ロックダンス（MC HAMMER a.k.a
TAKE-C、DJ AKA

等）

C.T.L.BANK

音楽

クラシック（X+）

8月23日(日) 15時から

https://twitcasting.tv/c:2tl_ctl

無料

8月23日(日) 16時から

https://livecloud.jp/contents/132

有料

8月23日(日) 18時から

https://mudia.tv/event/1509

無料

8月23日(日) 20時から

https://m.twitch.tv/mizu_no_oto/profile

無料

8月23日(日) 20時から

https://www.facebook.com./音太小屋-151801591567250

無料

8月23日(日)

https://www.youtube.com/channel/UC050R5SoAVAHIa4BZKKlq-A

無料

https://www.showroom-live.com/jumpingkiss

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23日(日)

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

無料

8月23日(日)

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

無料

8月23日(日)

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

無料

8月23日(日) 12時から

https://www.facebook.com/juice.gori

無料

8月23日(日) 19時から

https://www.youtube.com/watch?v=twq-y8efPVw

無料

8月23日(日)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

無料

お笑いライブ（ベルサイユ、ウッド
A-kukan

上方演芸

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）

grun studio

音楽

Sound Bar Mizu no Oto

音楽

音太小屋

音楽

FootRock&BEERS

音楽

スタジオACT

音楽

ロック（ザ・スナネコズ）
ネットラップ（YASU、DAM-T、
NARMY、al３缶、富士山芸者MC'S）
ジャズフュージョン（ハマミィ、ヒ
ロケー、T.T）
ロック（岡寿恵弘、すのう、カサス
リム、松本誉臣

等）

アイドルライブ（Jumping Kiss
等）

8月23日(日)

13時から
18時から

仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘
ウイングフィールド

演劇

ギ、かしこしばい、演劇創造ユニッ
ト〔フキョウワ〕）

FIGYA

音楽

FIGYA

音楽

FIGYA

音楽

FIGYA

演劇

JUICE

音楽

ライブパフォーマンス（江崎将史）
ライブパフォーマンス（mizutama、
中田粥、トラン・ミン・ドゥック）
ライブパフォーマンス（船川翔司、
杉浦こずえ、池田昇太郎）
演劇（鈍行）
ラップ、R&B（MOMAN、亀井良
信、RIE）
シャンソン、カンツォーネ（岡本光

コンテ・ローゼ

音楽

平、柴田乃生子、梨里香、釋恵一、
石田美智代、YU-MA）

ライブスペース堀江Goldee

音楽

音楽ライブ（MAgicTime）

近鉄アート館

伝統芸能

近鉄アート館

伝統芸能

伽琉駝門カフェ

音楽

歌舞伎舞踊（片岡りき彌、片岡當史
弥、片岡千壽、片岡千次郎）
歌舞伎舞踊（片岡松十郎、中村翫
政、片岡佑次郎、片岡當吉郎）
ジャズギター（村山義光、松岡徹）

8月24日(月) 19時から

https://v2.kan-geki.com/liveStreaming/ticket/19

有料

8月24日(月) 20時30分から https://v2.kan-geki.com/liveStreaming/ticket/20

有料

8月24日(月) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCOk9ngN_TD733yzuonH9qew/featured

無料

8月24日(月) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

8月24日(月)

https://www.youtube.com/watch?v=9UmOZ-rMlY8

無料

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25日(火)

https://youtu.be/d7OAQ54U3Mo

無料

8月25日(火)

https://phoenixhall.jp/

無料

8月25日(火)

https://youtu.be/whqF2iTvxgU

無料

8月26日(水) 18時から

https://www.youtube.com/user/hira2shin

無料

8月26日(水)

https://www.youtube.com/watch?v=fPchkouAdE4

無料

8月26日(水)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

有料

8月27日(木) 12時から

https://youtu.be/jy2WdLxWe7Q

無料

8月27日(木) 19時から

https://mudia.tv/event/1530

無料

仮想劇場短編演劇祭（うさぎの喘
ウイングフィールド

演劇

ギ、かしこしばい、演劇創造ユニッ
ト〔フキョウワ〕）

ロイヤルホース

音楽

Regalo Gallery & Theater

演劇

なんば白鯨

上方演芸

あいおいニッセイ同和損保

ザ・フェニックスホール

音楽

ロック（赤松正和）
観客選択型演劇（小谷真一朗、賀駒
さくり）
寄席（ナオユキ）
クラシックギター（岩崎慎一、益田
展行、猪居謙、猪居亜美）
サブカルお笑いライブ（かみじょう

なんば紅鶴

上方演芸

たけし、代走みつくに、コンチェル
ト池水）

Moga Joga DINING

音楽

Music Breeze Recan2

音楽

ライブスペース堀江Goldee

音楽

十三BlackBoxx

演劇

ジャズ（藤井貞泰、ロアナ・シーフ
ラ）
ポップス（RIVOLEGG、KENZO
TAKAHARA）
音楽ライブ（ophelia 20mg with ばん
ち）
『ピリオド』（劇団そとばこまち）
インストロックバンド、シンガーソ

Sound Boots

音楽

ングライターのオムニバスイベント
（grunband、ayn、fuyuco.）

Music Breeze Recan2

音楽

島唄ライブ（禎一馬バンド）

8月27日(木)

https://www.youtube.com/watch?v=iepj431cFwg

無料

ライブスペース堀江Goldee

音楽

音楽ライブ（Strawberry Smile）

8月27日(木)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

無料

十三BlackBoxx

演劇

『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

アカルスタジオ

演劇

8月28日(金) 13時から

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

有料

『生きるんデス』（劇団そとばこま
ち）

一心寺南会所

上方演芸

Moga Joga DINING

音楽

ライブスポットテンション

音楽

ライブバーデポ

音楽

Live Music＆Bar BEGGARS BANQUET 音楽

浪曲（京山幸枝若、松浦四郎若、真

8月28日(金) 13時から

https://www.youtube.com/channel/UC4lM8QRszXYPhUUjvLsmYnQ

無料

ポップス（上田和寛）

8月28日(金) 18時から

https://www.youtube.com/user/hira2shin

無料

バンド（トーミ、ヤッチ、サダ）

8月28日(金) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCCSfekXDG6kw708e4GtINOg

無料

8月28日(金) 21時から

https://www.youtube.com/watch?v=BKoJjMZuSSE

無料

8月28日(金) 21時から

https://eplus.jp/sf/detail/3307280002?P6=001

有料

8月28日(金) 20時から

https://youtu.be/etHbCp0iiF8

無料

山一郎、春野恵子）

ロック（sister sarah、Co2、Zero
gravity、白石ポン太）
ロック（住友俊洋、井手慎二、高木
太郎）
エレクトリックPOP（シンセ女子

LIVE Bar D.Ⅲ

音楽

OWLOSAKA

音楽

DJ（NORII、BENKAY）

8月28日(金) 17時30分から https://live.line.me/channels/5094441

無料

グリルヤマモト

音楽

ポップス（犬丸翔太郎）

8月28日(金) 18時から

https://www.youtube.com/watch?v=GpbVeVwdm0E

無料

グリルヤマモト

音楽

ポップス（たせやん。）

8月28日(金) 18時から

https://www.youtube.com/watch?v=5cjMwrW-BLA

無料

8月29日(土) 10時から

https://www.youtube.com/channel/UC74ODD2wJC1eEfqaaEpOn2Q?view_as=subscriber

無料

8月29日(土) 14時から

https://instagram.com/hivaora_official?igshid=ghp16qrzjgp6

無料

8月29日(土) 14時から

https://www.youtube.com/channel/UC-45zugOr__9VpOcg8BJWXg

無料

8月29日(土) 14時から

https://osaka-phil-1.peatix.com/

有料

8月29日(土) 14時から

https://www.youtube.com/watch?v=dnb5LeO-lEE&feature=youtu.be

無料

Risa）

落語、クラシック（桂米團治、岡本
B-tech Japan Osaka

音楽

伸一郎、増山頌子、小林志穂、辻崎
智美）
タヒチアンダンス（HIVAORAタヒチ

ライブスポットテンション

舞踊

摂津響Saal

音楽

大阪フィルハーモニー会館

音楽

Live Cafe & Bar Aimyou Ribbon

音楽

Cafetin de BuenosAires

舞踊

タンゴショー（Ernesto y Paola）

8月29日(土) 15時から

https://www.youtube.com/channel/UC2in6H8y2-yfSQGyTpM1z1g

有料

ステージプラス

演劇

『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

Discover Studio

音楽

8月29日(土) 16時から

https://youtu.be/qDATwdq3vt0

無料

EL.Camino

音楽

8月29日(土) 16時から

https://twitter.com/ElCamino_dera

無料

スタジオ

イオロス

音楽

アンダンスチーム）
クラシック

サクソフォンとピアノ

（井上知香、山口美樹子）
室内楽三重奏（小林亜希子、佐藤ま
り子、笹まり恵）
アイドルライブ（エミュリボン、栗
原ゆう、吉河順央

等）

音楽ライブ（上條みずほ、SHIHO、
RABETAFIKA）
ファンク、ジャズ、エレクトロ
（Scene Design Loops）
サックス、ピアノ（小林充、石田ヒ
ロキ）

8月29日(土) 19時から

https://17appv2.onelink.me/D7OH?pid=InappShare&af_c_id=profilepage&af_dp=media17://v2/streamer_profile/f12680c7-db6c-4ad3-8cbb-4949db0d7597&af_web_dp=https://17.live/profile/u/f12680c7-db6c-4ad3-8cbb-4949db0d7597?lang=ja

無料

茶吉庵

音楽

ステージプラス

演劇

大阪フィルハーモニー会館

音楽

Discover Studio

音楽

ライブバーデポ

音楽

Sound Bar Mizu no Oto

音楽

Live Music＆Bar BEGGARS BANQUET 音楽

ウイングフィールド

演劇

ミュージックバーkichikichi

音楽

ライブスペース堀江Goldee

音楽

弦楽三重奏（石上真由子、小峰航
一、加藤文枝、岩井英樹）
『ざわざわ、ぞわり』（無名劇団）
室内楽三重奏（近藤浩志、船隈 慶、
河合珠江）
音楽ライブ（優奈、上條瑞穂）
アコースティック（藤本恵、西川哲
矢、naggy、♪mary）
ポップス（Xi、9ball、PLRayer、
3WAG）
ジャパンメタルロック（広瀬さとし
JimmyBand)
仮想劇場短編演劇祭（万博設計）
ロック（中納、千原、山田、中野、
吉田、深田）
音楽ライブ（神凪涙羽）

8月29日(土) 19時から

https://www.youtube.com/channel/UCurXGoa9Xa1Eb7wZbKbMICw

無料

8月29日(土) 19時から

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

有料

8月29日(土) 19時から

https://osaka-phil-2.peatix.com/

有料

8月29日(土) 20時から

https://www.youtube.com/channel/UCyi15dcIisdM4CBUd-Jodcw

有料

8月29日(土) 21時から

https://www.youtube.com/channel/UCQ3VgEn6wxmAG_f8lEWHDqA

無料

8月29日(土) 23時30分から https://m.twitch.tv/mizu_no_oto/profile

無料

8月29日(土) 20時から

https://tiget.net/events/101028

有料

8月29日(土) 21時から

https://vimeo.com/wingfield1992

有料

8月29日(土)

https://www.youtube.com/channel/UCf2DmgoSVeZ6OVEn1Kf5g5g

無料

8月29日(土)

https://twitcasting.tv/horiegoldee/

無料

