
＃１ ＃２ ＃３ ＃４ ＃５

Tree of Life アンサンブルver.

Tree of Life アンサンブル

音楽は世界の故郷

EIKEN

Stay Home Blues

中村健吾

「演出家小池博史による完全版マハーバーラタまでの軌跡」

小池博史ブリッジプロジェクト

多重人格トランペッター

トランペット奏者　牧原正洋

【近藤淳】サックスだョ！全員集合

近藤淳 白石幸司 坂川諄 今尾敏道 上里稔 ともこDSS

light

はらかなこ with Friends

ＬＯＶＥアラート

A＋α

Bolero XO

MASATO

今、そしてこれからも

鈴木祥子（バイオリン）　鈴木龍一（チェロ）

ペンキ屋宇佐見

鶴澤慎治

TIRON at Home

Tiron 竹中俊二 with スエイシナオヨシ

「いつも近くに」（オーケストラ・アレンジ）

AmaKha

パナシェ　風はローズマリー

Panaché パナシェ

こまっちゃクレズマのAle Brider

こまっちゃクレズマ

BE ALL SMILES

萱生昌樹（かようまさき）with FRIENDS

It was in the Beginning

MANHATTANZ

高橋香緒里・細貝柊　動画でミニコンサート

高橋香緒里(ソプラノ)　細貝柊(ピアノ)

Flexible FUROSHIKI！

つつみ純子　風呂敷文化研究家

『祭りにエールを！』

荒馬座と荒熊挫の仲間たち

TOGETHER AS ONE

Mat Twice DJ Cash 今村真人

『花は咲く』で世界にエールを！

吉田静×河村舞子×新井コルチ薫×南雲彩×吉野翠

青空らくご

小駒＆一花＆あずみ

故郷ん唄

くさかんむり299

空のうたメドレー「空百景」

Ensemble Thoms

リモート短編映画『タッチ』

DEADMANS

阿修羅

鉾久奈緒美【大駱駝艦】×スティーヴ エトウ

絶望してる暇はない

杉田裕

nostalgia

工藤煉山 ＋ 安達真理

東京の中心でアートを歌う！

柴田淳

NANDE

チームモンペア

組曲「光の記憶」より「影」　水嶋一江 作曲

ストリングラフィ・アンサンブル

プラター公園によせて

銀七オペラ

心平らかに　ひとり楽しむ　ひとつ緒の琴

峯岸一水

感謝

森葵 and 林緑

再発見！アンサンブル曲のピアノパートから名曲の魅力に迫る

平野　裕樹子

またコンサートでお会いしましょう

山瀬理桜と諏訪山音楽学院の仲間たち

Suite for two piccolo trumpets

SHIz Trio

音楽でエールを！

j-brassアンサンブル

ひとつぶプロジェクト

ひとつぶプロジェクト with RabiSari Plus

みーんないっしょに、えいえいおー！

星野羽菜

黒い聖母への連祷　エウレカ x プーランク

ヴォーカル・アンサンブル《エウレカ》

島田姉妹によるピアソラ「アヴェ・マリア」

島田玲（ヴィオラ）　島田彩乃（ピアノ）

春が来た　Lowland Jazz Ver.

Lowland Jazz

また笑い合うために - Endless Road

Musicazard（ムジカザード）

Invisible World

金森もといTrio

ホフマン物語より「舟歌」

NEOH (New Eagle on the Hills)

「男役」が贈る【クリスタルからのエール】

レビューチーム「クリスタル・オム」

あしたへ　かがやく ～Photo ＆ Music～

Midori S. Inoue WITH Creators

音楽物語「まんまるパン」

Saxophone  Quartet  桜・内田祥子

能「葛城」より独吟

観世流能楽師　津村聡子

パッサカリア

川田知子（ヴァイオリン）、須田祥子（ヴィオラ）

私の青空～MY BLUE HEAVEN

越智美保代と守屋純子トリオ

音絵巻「源氏物語」～光源氏

竹花加奈子　作曲/チェロ/ピアノ　K.TAKEHANA

「コロナ禍縄跳び」

令和縄跳び組

キボウ

円谷一美　Hitomi TSUBURAYA

リモートで能『石橋』を舞ってみた！

能楽師（銕仙会他）

Inneggiamo（讃歌を歌おう）

ケイ・アーツ・オフィス

【住友紀人】CASA the Reason

Casa project 2020

Beautiful World [Music Video]

廣瀬友祐 with H Band

わたし、めぐる

ほんわかファミリー

ボッケリーニのファンダンゴ

ギター五重奏＆フラメンコ

「いつものお稽古場」

神　令

手をつなごう！

～宝塚OGユニット～「スパークリング・マルシェ」

MARI ITO

イトウ マリ

バレエレッスンのための曲集

黒田　泉

Anastasia

REO MATSUMOTO

小さな空（武満徹）

松平敬

歩

竹内春美

世界アカペラトラベラー

RAG FAIR ＆ INSPi

ゴルドベルク変奏曲より　J.S BACH作曲

梯剛之

清浄

北見宗幸

大河原邦男スペシャルメドレー

iMUSICA（アイムジカ）稲城市ゆかりの音楽家集団

Partner Poi Tokyo 2020

マリモと落花生

ピアノトリオ

Trio Ventus

＃６ ＃７ ＃８ ＃９ ＃１０

恩師が陛下に贈った曲　輝ける令和に向かい

江里口奏子　星光

Dare La Rumba

AFRO URBANITY

おどろう！ロックンロールパンダパン

三ツ星　なんに

Common Wind

賛美音 Sun-Be-On

幸せが積み重なりますように　－太神楽 五階茶碗－

鏡味味千代

野草讃

朱　海慶

【日本フィル】木管三重奏による子供の情景

Trio Cravates（トリオ・クラヴァット）

広島～イタリア～東京を繋ぐ祈りの歌

藤咲真介・佐藤康子・松永充代

Trio de エール！

中村均一・森純一・西上和子

Connected world

Daito manabe × DJ Krush

「家族送」

村岡哲至＋表現村岡家

Fly me to the moon

Ayumi Nakamura The Best Ballad

コール・ステッラ《名曲で辿る東京の軌跡》

Chor stella（コール・ステッラ）

MASH meets GHIBLI JAZZ

MASH弦楽団

あたしと私の往復書簡

池田綾子　笹川美和

Concert for 4 Keyboards

尾島紫穂・清水史・𠮷武優・寺元嘉宏

World in Union

SAIKYOH

瑠璃色の地球／ありがとう～歌と手話の世界

鈴木絵麻 ＆ 渡辺まどか

Pina

TOSHIO MATSUURA GROUP

空の下のジャズコーラス

ジャズコーラス BREEZE

MAPLE LEAF RAG ～Marimba Duo～

磯田日向子・日比彩湖 マリンバデュオ

PARALLEL -パラレル-

平沼有梨

【ジャー・パンファン】二胡 Healing Tokyo

ジャー・パンファン（賈鵬芳）

「編曲 尾上の松」～百年の時を超えて～

生田流箏曲 箏道音楽院

夕べの星

MiyaB

わくわくスニーカー

キャベッツさんwithミックスベジタブル  F/ 鈴木悟

夜明けのシリウス

Infinite Hope Orchestra

サックス８重奏で「威風堂々」

Saxaccord  サクサコール

【塩崎沙織】「この世界には秘密がある」

からしだねプロジェクト

Danny Boy（Jazz Arrange）

三井大生＆Swing Strings Orchestra

ニューヨークに花束を

原　太一

打楽器アンサンブル「コヨーテの夜贅沢な御在宅バージョン」

AZUL Percussion Ensemble

小さな空／武満徹

蒲生雄介（Flu,Tp）　塩木ももこ（Pf）

スペイン舞踊「はかなき人生」ファリャ

田尻 希絵

【短編映画「ふるさとへ」】

「短編映画ふるさとへ制作委員会」

東京オリンピックマーチ

ETHNOS （国境を超えて文化を共有する仲間）

Nani ʻO Tokyo ～美しい東京～

Keiko

愛で溢れる世界へ

古橋郷平　北村晶子

春の声／今日もひとつ

鈴木 玲奈

「希望のひざし」

ビルマン聡平×中山博之DUO

掛け合い講談「中山安兵衛　高田馬場駆付け」

宝井琴星　宝井琴鶴

讃美のうた

ホッピー神山　ヨーコトリヤベ　讃美のうた製作委員会

短編映画「DISCOMPO」

DISCOMPO with 泉茉里

Fantome

束祓つかさ

朔～輪廻～

Saku

ニッポンの唱歌Show♪～カルテット編

Giappista Quartetto

文化の架け橋

尾上博美・岡田晃明・鈴木舞

歌に生き～オペラ「トスカ」より

小川里美／村上公太／清水のりこ

話し（アートにエールをVer.）

亀さん企画

オーヴェルニュの歌

寺島夕紗子・服部真由子・横山歩・大久保圭二

月島歌劇団　lunace　東京うた散歩

月島歌劇団　lunace（ルナーチェ）

got a light

MSdb.7

出射茂「不思議の庭の美術館」

出射　茂

祈り～すべてのアーティスト達へ～2020

後藤幸子/依田久美子/伊勢田由香

エストレリータ　～My Little Star～

Violin ＆ Piano Duo -Delphi-

西川ユウヒスキー「thank you for all」

西川ユウヒスキー ・ おひさまげんき

絵と音で楽しむ「ルネ王の暖炉」

La Campagne（ラ・カンパーニュ）

親子で、それぞれの、トライ！

仙若・若遥

ソヘグム２重奏「見上げてごらん夜の星を」

尹慧瓊（ユン・ヘギョン）河明樹（ハ・ミョンス）

アートにエールを！勝手にテーマソング♪

あえか

on the Wafer

TSdb.8

ふるさと　Hometown

東儀秀樹・東儀典親

Ｆａｎ

HIROYUKI SATO

We Need Dance

庄司浩太・庄司名美

Double Moon

阿部隆之



ガ・ラ・ク・タ

そよなほまれ

「結風 ～あなたへ～」by 鶴久政治

鶴久政治andサポーターズ

「月夜の森で」　低音二胡とピアノ

海　みのり

For You A Lei

Mana Leone Hasegawa

alive with music

渡辺彩・和泉景子

カズン~歌で世界を旅しよう！＠home

漆戸啓・古賀いずみ・斎藤信雄

ひらがなの生き方（ソプラノ、箏、尺八）

ソプラノ　和楽器にのせて

15分で楽しむベートーヴェン・ピアノ三重奏曲全7曲

葵トリオ

I Wanna Feel Paradise ／ PIPOCA

PIPOCA

ＴＵＧＵ

中島誠

＃１１ ＃１２ ＃１３ ＃１４ ＃１５

美しき散歩道

アートパフォーマー　ファイター

黄昏の道

ナミノート(naminote)

コントラバス奏者のレジェンド８人を揃えてみました！

オジコンOjisan Kontrabass Ensemble

宮沢賢治「永訣の朝」より

神睦高

Garden

新妻由佳子×宮野寛子 Tambun Project

ピアノソロ～収束への願いを込めて～

竹ノ谷　亜希

２台ピアノ「パニス・アンジェリクス」

篠崎みどり　浜田牧子　２台ピアノ

懐かしのTrumpetMedley

Feel at Home

屯鎮漢

キャセイ・ミューディマン

無伴奏コントラバス「乱舞-RANBU-」

石川 滋 × 清水 聡

『愛してる』『ＨＥＡＲＴ ＴＯ ＨＥＡＲＴ』

KACTUS(カクタス）

木津かおりとthe民謡「いかとり唄2020」

木津かおりとthe民謡

wind scent

Nostalgic cinema

山猫名作劇場「やまなし」

町田カナ・山本尚明

Ave Maria

氏家 克典

チェロアンサンブルとパステル画で贈る日本の風景

チェロアンサンブルとパステル画で贈る日本の風景

ひとつの朝・うたう歌～心を歌声に重ねて～

東京藝術大学９７年度入学同期シンガーズ

ステイ・ホーム with Vivaldi

Le Chiacchiere（レ・キアッキエーレ）

オペラの新境地！映像で楽しむ”セヴィリアの理髪師”

Vivid Opera Tokyo

オペラ『かぐや姫』紙芝居ダイジェスト版

平井秀明～チーム『かぐや姫』

My Favorite Things

渡邊香澄

日本、フィンランド、世界中のあなたと共に

舘野泉 Tateno Izumi

しおり。これまで、これから

マリンバ＆パーカッションユニット SK²

さんぽ

井上あずみ/森の五重奏団

Soleá de Esperanza　～希望へ～

岡本倫子スペイン舞踊団

広がれ！”Ｃｏｃｏｒｏの翼”

諸岡ケンジ【Cocoroの翼プロジェクト】

〈フルートデュオ〉合成でモーツァルト作曲きらきら星変奏曲

岩崎花保×要田詩織（フルートデュオ）

テナーサックスとピアノが奏でる愛のうた

佐野隆哉＆冨岡祐子

５０／５０

碓井菜央　Nao Usui

エクアドルのクルミ【画家と音楽家の邂逅】

藤山ハン・橋口瑞恵、大﨑章

この風に吹かれて

AUN J クラシック・オーケストラ

Ｎｅｘｔ　Ｏｎｅ　感謝と希望を持って

かでなれおん

チャイコフスキー弦楽セレナーデを１８分で

音の輪

がんばるひとへ

南壽あさ子

THE WORLD HAS CHANGED

薮田修身

篠笛・筝・三味線による「カルメン組曲」

和楽創作トリオetc.えとせとらFt.藤舎推峰

暮らしをゆたかに～Enrich your life～

くつわだ りえ

Amabie Nrityang_Kathak

Amabie Indo Project 2020

「その音は永遠に」

tri toridori ＋ SATONA

【昔昔亭Ａ太郎】古典落語「紙入れ」

昔昔亭Ａ太郎

雨谷麻世 with Friends ～里山より愛をこめて～

雨谷麻世 with Friends

SATISFY－Stay Home ver.－

LambSoars

夏の夜の夢

KOIKE STRINGS

三遊亭好楽一門爆笑大喜利

三遊亭好楽一門

いつもの落語会のようなもの～それぞれのお仕事～

柳家かゑる・三遊亭伊織・古今亭菊一・井上りち

ひとり第九

芹澤佳通（とあるテノール）

不毛な対話

フィジカルシアターカンパニーGERO

魔法のランドリー

渡辺かおる

狂言「福の神」ダイジェスト・面装束付け

萬狂言

【はなれて奏でよう】Ｔｏｍｏｒｒｏｗ’ｓ　Ａｈｅａｄ

佐藤友紀・福川伸陽・次田心平・城綾乃　作曲：西下航平

LokahSamastahSukhinoBhavantu

ＹＡＰ！

电晕（コロナ）送別歌

桜井真樹子

漂雲-clouds-/Quartet Asturias

Quartet Asturias

風吹く朝

星ノ飛ブ夜

劇場でお会いしましょう

クラシック歌手によるシャンソンショウ～シャンソンフランセーズ

新しい未来へ「コマンドゼット」

「たまひび」　高橋美千子（歌）　佐藤亜紀子（リュート）

１人マリンバアンサンブル

真崎佳代子

江戸太神楽　菊仙　～受け継ぎ未来へ繋ぐもの～

江戸太神楽　菊仙

世響斯輝伎（よにひびけかくてるのわざ）

當世御伽組（とうせいおとぎぐみ）

長唄絵巻「桃太郎」Nagauta Momotaro

座・にっぽん（THE NIPPON）

Good morning TOKYO

Creatology Lab

「茶道具に仕覆（しふく）・袋を」

袋師　三浦 和子

モモンガ・コンプレックス「未来年表。」

モモンガ・コンプレックス

「とをあまりいつつ」～虎腹°中学校３年Ｂ組～

トランスパランス

一粒萬倍・天の岩戸開き

一粒萬倍制作委員会

six months

Wizard of Planet Terra

ラテンダブルス～ニュースタイル社交ダンス～

《社交女子★ダブルス》上脇友季湖/清水舞

創作楽器の博覧会

ルロット・オーケストラ

笑顔の花を咲かせよう

鈴木友海

源流への言葉

六字映画機構

Keep on praying

KUZUHA（葛葉美奈子）

SOLEA ソレア

水野眞那　アマリージョフラメンコ

Method of life

梁鐘譽（大駱駝艦）×腰山大雅

ひとり１００人第九（独唱、リモート合唱含）

永井崇多宏 　feat.細井康行＆ボンゴレ・ビアンコ

MARU-YAカルテット×八王子花柳界

MARU-YAカルテット×八王子花柳界

＃１６ ＃１７ ＃１８ ＃１９ ＃２０

明日に架ける橋

Una canzone

お寺から世界へ ナマステ

インド舞踊家 丸橋広実【Hiromi Maruhashi】

cell

本條秀太郎

ベリーダンスはStay Home ダンス！

日本ベリーダンス連盟

インタビュー『ステージなき音楽のありか』

Music Dialogue

木管五重奏カラフル【星に願う変奏曲】

木管五重奏カラフル

Melody

V O J Aーtension

セヴィリアの理髪師の結婚 ver. 2020

リモートオペラ『セヴィリアの理髪師の結婚』チームB

ADVENT

ADVENT制作プロジェクト

scrap（30）book

ミュージカルを中心に活動する俳優とスタッフのグループ

湖龍－絆－

アララコ

Stay Home Labyrinth

orangcosong（オランコソン）

生動

うねり／UNERI

ありがとうソング

Project A.M.M

A DAY IN THE NEW NORMAL

Kyoko Satoh　佐藤恭子

奥村愛子『everblue』㎹ feat.近藤康平

奥村愛子 / 近藤康平

スイングリバイバル

スイングリバイバル

家で謡おう！能「高砂」-Sing Takasago！

シテ方観世流能楽師 小早川家

おうちパーカッション

りずむらいす

TOKYO IS JAZZ

Kozo Tsuchimochi and Friends

コントラスト

Throw Line

ＹＭバンド応援団 歌・演奏・チアのコラボ！

YMバンド

【リモート演奏】ベートーヴェンメドレーリレー

apricot Japanese

One Coin Community 0.5

田村 大

夕間暮れのうた

石塚まみ

plastic love TOKYO

青葉桃花　中山直

James~New Style Wind~

THE WIND ROOTS

Smile vision 笑顔の行方

森下玲可 Smile project

Longing from afar

藤倉 大／雅楽・星筐の会

大谷石に響くオーボエ独奏

山本 楓

だれにも秘密よ～アート＆ソング～

星野みちる

LIFE　by Sign Art ／手話歌・手話ダンス

Sign Art

『I GOT RHYTHM』のテーマ曲

『I GOT RHYTHM』の仲間たち

Stray346 ～夏目漱石「三四郎」より～

松井まさみち

ホルン１０本で聴く故郷

Horsh

TOKYO MAZE

Dr.UNDY

The Voices of Creatures

Creatures are creators

想いの届く日 El día que me quieras

林祥太郎

間宮芳生『空のむこうがわ』

田中エミ、佐藤拓

GENSO

田所いおり×前田新奈×水谷彩乃

白昼夢

おこたんぺ　西林素子

『ARC 薄明・薄暮』

山海塾

能のデッサン「三物語」

梅若研能会有志

道 -The Path-

藤川澄十郎

On the Desk

Rueda2020

えまおゆう Smile Show at home

えまおゆう  -With a Smile-

SING LIKE A CHILD

Mio With Friends

スーパーマリオブラザーズメドレー

アクアミューズ

Fly To The Future ～未来へ羽ばたく～

Fly Six B

満ち潮

川野夏美

As One

伊沢ビンコウ

イラストと歌で創る「シンデレラ」

operarto

ホームタウン×クラシックス～新たな出会い

CIEL東京室内楽団

Beau soir～Estrellita

AWATAMA

うたえバンバン～今日から明日へ～

Arts 30th Anniversary



邦楽がたり　ざしきぼっこ

ちーむD

『一期一会』アートにエールを！東京プロジェクトver.

RockFord All Stars

泣かないでください a thousand winds

下村青とその仲間たち

パンクロック未来地図

ニューロティカ

Social Dis Dance

HOMIES

能楽界初のオンラインＷＳ　武田親子の挑戦

一般社団法人　能尚会

大序曲「1812年」～サックスカルテットがオーケストラに！？

Parero Saxophone Quartet

『Lapisterra』

『Lapisterra』リモート制作プロジェクト

仁木洋子の空間演出「光の箱プロジェクト」

仁木洋子 ライティングオブジェ

フラメンコ その神秘と情熱

小松原庸子スペイン舞踊団

落協木遣り・南京玉すだれ

落協目力ガールズ

杉並ミュージカル「逃げろ！白雪姫」

杉並児童合唱団

ガラクタナディーディー

Le projet Die Die

おうちで子ども劇場『注文の多い料理店』

ジウニントイロ

Replacement - 馬マン

馬マン

ダブルリードでアイネ・クライネ

Man Double Reed Ensemble Tokyo

妖怪ちゃんアイドルが歌うアマビエの歌

１００－ＹＯＫＡＩ

回文劇場

かわいしのぶ

父ごころ

soeur

声楽カルテット ～ 祈りの歌 ～

ensemble mana（アンサンブル・マナ）

＃２１ ＃２２ ＃２３ ＃２４ ＃２５

ウソでもイイから笑っとけー

サミーバンド

走馬灯

10 photographers  1 pianist

希望の空　～刺繍の景色にのせて～

La speranza Olivia ふくと刺しゅう。

ONE WORLD

Noriko Sunamoto 砂本典子

Art×Fashion×Medical

W HIROKO PROJECT

転生（Réincarnation）

稲田 峻

ものまね１８人変化 『TOKIOでエールを！』

フッキー（ノブ＆フッキー）

音楽落語「ひらばやし」

ムジカこがねい と 立川こはる

ピロカルピン「檻」

ピロカルピン

東京下町、笑顔に乾杯！

TERASHI with Mi

from the far east

ANNA KODAMA　KAZUNORI NAGASHIMA

空を見上げたら～ソプラノコンサート

谷地田みのり 　ソプラノ歌手

動景画　ジャポニズム　～木花～

麗花　Body　Expression

Ｏｙｅ　Ｍｉ　Ｒｉｔｍｏ【ＳＡＬＳＡ】

ＡＦＩＮＱＵＥ　ＯＲＱＵＥＳＴＡ（アフィンケ・オルケスタ）

おかしな２人とおしゃべりな靴

ニヴァンテ（藤田善宏＋村田正樹）＆白石美徳

泡の首像シリーズ

杉浦由梨

一味同心

Neo Japanesqe K.G.W

女優エイガトル

スタジオレスポンス映像部　チームブロックヘッズ

能楽・素謡「鍾馗」金春流能楽師によるリモート謡

シテ方金春流能楽師職分

The journey with 

古波津陽 ＋ SERIKA

ごっこ

TANEBI

過去と現代のフルートで奏でる《グリーンスリーブス》

コンソート・ペルティカ

黎明～夜明け～ feat.箏＆十七絃箏

J-Inst. Project HANABI 花美

TOKYO SURVIVORS（TOKYO サバイバーズ）

大槻啓之/河野陽五/MISUMI

内田貴光 Art of Magic Live

内田貴光 Magic Team

落語家「獅子との遭遇」

古今亭ぎん志

HALPanの君は愛されるため生まれた

ＨＡＬａｎｄＰａｎｄａ

カナリヤ

山下尚輝　やましたみか

ハープ7台による「風になりたい」／THE BOOM（ブーム）

Jハーピスト

「Always」リモートミュージックビデオ

sax triplets with friends

SHOJI HIRAKAWA DRUM SOLO

平川象士

TokyoClichés （東京クリシェ）The Movie

Neoyume - Rolando Cedric

テミックフォト写真美術館

テミックフォト・アートフォトグラフィ・プロジェクト

a brand-new lifestyle

ベランダからエールを！

北千島女工節～NEXT

浅野祥

フラメンコ　『グワヒーラ～求婚の歌～』

森山みえフラメンコ舞踊団

ずっと君だけ~君のためにできること～

Púca

AverageJoeステイホームver.

ERY with 黒川さや花

消滅と存在

M project

The Show Must Go On

７ＵＰｓ

Tokyo Soldier

アン・ディオールプロモーション

夢幻　～MUGEN～

ZAZA（video by Kanto Tsuji）

６７歳の父と踊る最後のタップダンス

大久保　里々伊

でりばり～落語

春風亭 㐂いち（しゅんぷうてい きいち）

木戸Ａ

木戸Aチーム

に　ち　じ　ょ　う　の　森

gather

祈りの応援歌

シアターアンサンブル東京

今だから

ＭＩＫＡＫＯ＆高島正明

サンドアート『君にエールを』

サンドアーティストCave

OrganWorks映像作品【3L】

ダンスカンパニー／OrganWorks

シチリアーノとブラジルの女

小杉真二＆南雲竜太郎ピアノデュオ

シャコンヌヴィオラ・ピアノ二重奏

舘泉礼一・中島朱理

日本の音×竹の音

東京楽竹団　Tokyo RAKUTAKEDAN

喜怒哀楽

音戯屋 × team「縁」

隔たりの幻想舞踏会

リアル10DANCERS

八月の雨の日 / The Pen Friend Club

The Pen Friend Club

Overture ～序曲～

NeaRly

たったひとつの

たったひとつ劇場

WHERE MYSTERY COMES TRUE 

Dr. レオン

Discover the New future

THE FACTORY TOKYO

花のワルツ「くるみ割り人形」より

ハープと仲間たち

コロナさん

お座敷芸

オペラ歌手が自宅から《トゥーランドット》

speranza

歌劇「フィガロの結婚」第２幕フィナーレ

東京二期会若手オペラ歌手有志

北欧ノルウェーの作曲家グリーグの魅力

日本グリーグ協会の音楽仲間たち

山手線　circle the world

tsukao

Charagraphy by fRAum

fRAum（フラウム）

恋するウィルス

加藤組

Nostalgie ＋（個展と張り子づくり）

はまさきかおり

Social Distance

MTDS 8

テルミン～月の光：ドビュッシー

Rom Chiaki（ロムチアキ）

Shureiワンダーイリュージョン

マジシャンShurei

「東京風花」 Music Video

Recezza.（リセッツァ）

工藤父娘のフルートとピアノのためのプーランクのソナタ

工藤祐意と工藤重典

粘土作家の手仕事

ヨシオミドリ

＃２６ ＃２７ ＃２８ ＃２９ ＃３０

情熱のジプシーヴァイオリンとオペレッタ

古館由佳子・三塚直美・松本康子

町なか太極拳

赤沢依美

境界剪画と大自然

杵淵三朗

歌おう！踊ろう！パオパオ堂。！

パオパオ堂。

『逃げろ！！』ライブ映像

ゆるめるモ！

Lotus Flower

Etemisikad

風になりたい Arrange ver.

山川浩正 and other Musician

一糸座「初めてのリモートワーク」

糸あやつり人形一糸座

「序曲」～歯無しクラリネット奏者の挑戦～

宮下隆

レッツ　マズルカ

酒井茜

『Walk Song』「アートにエールを！」プロジェクト

Gentle Forest 5 ＆ Sisters

Happy！ ～輝く明日へ届け～

KENTA

Dvorak 交響曲第8番 第3楽章 室内楽編曲版

ENSEMBLE PAPAS

リグレット

エナツの祟り

想いをつなぐ

BLUE TOKYO

EARTH

PECO

動物墨絵師ライブペイント

動物墨絵師　佐藤周作

《マテキテキ》～インターネットと心の繋がり・そして愛～

Trio99(トリオツーナイン）

子どものための音楽劇「みにくいあひるの子」

今藤政太郎とあひるの子

胡蝶幻想

桜月流美剱道（外薗舞／高橋弥千／実方愛／塩原亜門／藤川力）塩原亜門

Nomad（ノマド）

大槻カルタ英宣「ヴァーティカルエンジン」

Smile Up Songs

菅　純子（ソプラノ）峰　りえ（ソプラノ）河崎　恵（ピアノ)

Re･Start ～Fil＊Coule～

オーボエアンサンブル Fil＊Coule(フィル・クレ)

My Family

FUNASAN

もっこす家族

もっこす家族製作委員会

オペラ「道化師」よりプロローグ、バレエ・コラボレーション

今井俊輔、名木田弓音、守屋隆生、小林茉莉花、濱野基行

西も東も花の顔～越後獅子に想いを乗せて～

ニシモヒガシモ

『折照ーORITERASU』折りと光 

 折り紙作家/布施知子　   照明デザイナー/阿曾正彦

夜桜の下にて

横井紅炎

again

平元　純平

おうちでJAZZを楽しもう

若井優也トリオ feat. 楠井五月 and 石若駿

Dancing With The Future

FOCUS

開運曲芸☆太神楽・由衣

由衣

Excerpt from TWO VARIATIONS

「麻生花帆」×「むらいさち」

Crying For The Moon Instead

The Kafers

久宝留理子「サクラサク空の下で」

久宝留理子

ラジオ体操第一《和楽器バージョン》

Don！荒川～ズ

向日　こうじつ

M.O.S.H.

高原列車は行く

アンサンブル歌宴フェス

夢飛行

吉川淨

蹴る～人工呼吸器を付けたサッカー選手～

中村和彦

Tokyo - Buenos Aires

Alejandro ＆ Kumiko

Indigo Rain

成田玲

古都の宵桜

千駄ヶ谷スタイル

Making Of DragQueen

3minutes Queen



箏曲の調べ「春夏の静寂」

榎戸二幸

みんなに届け、私たちの歌声～

グルッポ・ミノリート

花鳥風月

大林典代　松田典子　前川眞人

明治伝来西洋手品

松旭斎 滉司

長唄絵合せ　風流船揃

杵屋徳桜

STAY HOME SESSION 「Tales」

DuelJewel

神楽物語 ～日本舞踊×音ノ葉×映像作家による遠隔競演～

舞音-maine-

SOS　地球March

太田　ヒロ

金沢明子のお江戸日本橋

金沢明子

AO / AZU

AZU＆MASA

The Hautboy

三宮正満

女々しくて in Jazz

Project M/小川悦司/隅川真里

Gracias de Corazón

Akaneko Latin Project

誠の着付舞

松井誠

ルトスワフスキ：パガニーニの主題による変奏曲

脇岡洋平・大野瑞穂　ピアノデュオ

打－nce＠パーカッション・ミュージアム

パーカッション・ミュージアム

生きているそれだけで

Paix2（ぺぺ）

明治時代に伝わる袖玉子、古典奇術、和妻

花島皆子

伊東ゆかり『ＳＭＩＬＥほほえみがあれば』

伊東ゆかり

POYの季節

レ・ロマネスクMIYA

花絵師 藤川靖彦が描く限られた命のアート

花絵師 藤川靖彦

子どもたちの病院に壁画を…

サカイトシノリ × 原田和香

ハーモニカでエールを！

大竹英二

ぬいぐるみの型紙の作り方

けもけも工房　せこ のりこ

オンライン写真展「繋」

橋本真一

Live Love Laugh

【codeM 美宇宙】

何も言えなくて…夏　アートにエールを

知久光康

「チャッコーナ」バロック・アンサンブル

バロックランチの会

じょんがら　大正琴演奏　小田桐大登

小田桐大登

Virtual Bon Dance - Muito盆 -

UKONYA feat. REI CAPOEIRAP

＃３１ ＃３２ ＃３３ ＃３４ ＃３５

[inside] live at 2020.6.4 Adm

Who the Bitch

「剣の舞」渾身の一人５台ピアノ

坂本真由美

Eri Ohno Ale for Art

大野えり

アルトクラリネットで「白鳥」と新曲

塚本 啓理（アルトクラリネット）

オペラ歌手が歌う、J-pop、合唱曲、イタリア民謡！

白米（THE・HAKUMAI）

シーナ＆ロケッツ 鮎川誠 72nd BIRTHDAY LIVE 2020

シーナ＆ロケッツ

“衝突的精神” -IWATA FOREVER 2020-

The STRUMMERS

紀尾井 午後の音楽会-充す-

日本製鉄文化財団/紀尾井ホール

今井俊輔 バリトンコンサート2020 ~Recital~

バリトン：今井俊輔 / ピアノ：濱野基行

「7の引力」 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調

弦楽四重奏団 アミティ・カルテット

「Naturally」～新しい日々～

MAHITO.BIKE（マヒトドットバイク）

1820年ドラム付きピアノで一人協奏曲！

平井千絵

Morning Flower Dew

YUKIE×田中嘉明

ヴァイオリン一台で演奏する『魔王』

坪井夏美

オリンピック・ファンファーレ・メドレー

「RaPPars」（ラッパーズ）

絃響～未来へ向かって響け！～

六世杵家弥七・二世杵家弥佑・堅田喜三久・花柳美匠治郎 他

藤田真央ピアノ・リサイタル

藤田真央

牧阿佐美バレヱ団「くるみ割り人形」（全幕）

牧阿佐美バレヱ団

池辺晋一郎大全集プロジェクトvol.5 教育楽器による現代音楽

東京コンサーツ

梅若の狂と鬼「葵上　古式」

四世梅若実（人間国宝）、梅若紀彰、梅若会、ほか

【Fabrhyme】無観客ライブにて新曲初披露！

Fabrhyme

バッハ : シャコンヌ ～時を越えたメッセージ～

沢田　千秋

Tea for Two～2人でお茶を～

小沢咲希trio

ウズベキスタン・タジキスタンの音楽

駒﨑万集

切って、呟いて、上がる。

Officialマリン倶楽部

【大塚茉莉子】この道

大塚茉莉子

The Art of Noh 能～舞と囃子の世界～

能ソサエティージャパン

Ｗｈａｔ＇ｓ　Ｇｏｉｎｇ　Ｏｎ

二宮純一（Ｇｕｉｔａｒ）横山和明（Ｄｒｕｍｓ）Ｄｕｏ

「第1回 箏はじめ」より

the 箏 KOTO 実行委員会

タンポポ　

Luna Luna (ルナルナ)

Cosmic dual forces［陰陽］

ユージン＆アリサ

２本のチューバのためのインヴェンション

田村優弥、石丸菜菜チューバデュオ

あいうえおどろうみんなのダンス

ダンス保育園！！

オペラーゴ！オンラインコンサート

オペラーゴ！

世界中が劇場である

南　阿豆（Azu Minami）

EYES

GLAF

le bleu

Les étincelles

月の光

SAMKS

情熱の赤い薔薇

小形衣里

舞踏作品『ミギムケミ』への道

東雲舞踏

《ニュースな名画》

福本ヒデ（ザ・ニュースペーパー）

畔蒜克則の日本画制作風景

畔蒜克則

ジャッキーちゃんの【1人アクションリレー】

ジャッキーちゃん

糧

鈴木 翔子

「世界の果て、ふたり」～GAZOTTO人形劇シリーズ～

GAZOTTO

DISTANCE

園田 新｜SHIN SONODA

Swim with Wild Dolphins

ドルフィンスイマー、写真家、水中モデル　鈴木あやの

ドライブインシアターの実現に密着したドキュメンタリー

OUTDOOR THEATER JAPAN

「【牟田浩二】僕のマタニティブルー」

希楽星 自主映画の会

369・567・666

髭とプロフェッショナルズ

DOES

DOES製作委員会

桂歌春＆田代沙織の謎かけ教室

桂歌春＆田代沙織

新内「蘭蝶」

喜多川 保延-Yasunobu Kitagawa-

相撲甚句（両国名所）×ゴスペル（Amazing grace）

佐藤幸子

長唄「都風流」杵屋吉之亟

杵屋吉之亟

浪曲でエールを！東家一太郎と美の浅草案内

浪花節！夫婦浪曲　東家一太郎・美

Produced by COPPELIA CIRCUS

Coppelia Circus

ほぼ無観客　水中パフォーマンスショー

水中パフォーマンストゥリトネス

the 12 seasons

本田佳奈/野澤峻

奥深き積みマジの世界

小泉ポロン

テレワーク体操

天野 勝弘

パオの音楽（リモートバージョン）

時々自動 有志

森のうた・森のおどり2020

はたりえ・岩崎園子・谷崎テトラ

＃３６ ＃３７ ＃３８ ＃３９ ＃４０

フラメンコギター「ファルーカ」

中川浩之

懐かしの古関裕而メロディ♪

紺野恭子 と 笈沼甲子

芥川也寸志　幻の弦楽四重奏曲

トリプティーク弦楽四重奏団

【ピアノ】ギネス記録保持者の超絶技巧編曲作品に挑戦！！

石井琢磨

悲劇的ソナタ

近藤愛花

シューク・フラッシュのファンタスティックショー2020

シューク・フラッシュ！

DÉ DÉ MOUSE Nulife Groove 041

DÉ DÉ MOUSE

谷川俊太郎+谷川賢作+ロバの音楽座「ことばとあそぶ おととあそぶ」

谷川俊太郎　谷川賢作　ロバの音楽座

ふたつの弱法師

銕仙会

古澤巖～ヴァイオリンの夜

ヴァイオリン／古澤巖 ピアノ／金益研二

マンドリンCD田中常彦の生涯 メイキング

堀雅貴

愛をつなごう　

薫（くゆら）

時には四季があるように 

Hanamatsuri

みんなのAmazing！

(TOT)

美しい日本の四季　～姉と弟のハーモニー～

日向由子（メゾソプラノ）・ひなたおさむ（ヴォーカル）・中島彩（ピアノ）

いつかの空と、永遠

Charms

箏 桐韻会の軌跡～堅実な歩みの継承～

桐韻会

中村あゆみ - The Best Ballad - スペシャルライブ

中村あゆみ

『 One Word 2020 』

増尾好秋 MAGATAMA

宮間利之ニューハード シリーズライブ Vol.20

宮間利之ニューハード

やっぱりヨーデル！

八月真澄（はづきますみ）

音楽劇『ひび割れ壺と少年』

長島美穂（朗読）粟生田直樹（クラリネット）長谷川陽子（チェロ）うえだよう（ピアノ）

北村勢吉（演出）尾前健二（エンジニア）

森の中で奏でるマーラー

川田修一

リモートアンサンブル「ガブリエルのオーボエ」

21世紀オーケストラ

彩舞 x マシンガンパラダイス

マシンガンパラダイス

配信公演 「舞踏ディスタンス」

大駱駝艦

歌曲集　枕草子より《私の好きな月》

中嶋俊晴×白取晃司

長唄東音会特別公演～Touon2020～

長唄東音会

十五夜

Jz Harp Trio

世界に発信！オンデマンドの民謡と盆踊り「盆デマンド」（Bon de Mund）

プランクトン

【木村真紀】美しい日本の四季彩

歌姫とセバスチャン

contemporary dance「光」

t.a.i

中国×スウェーデン弦楽器で宇宙戦艦ヤマト

二胡奏者 楊雪 ＆ ニッケルハルパ奏者 大森ヒデノリ

三びきのやぎのがらがらどんキュビズム

こうもりクラブ

浪曲 富士綾那『陸奥間違い』

シガール姉妹

ALERT

TeamMARIE of StarDancersBallet

KAMAKURA　鎌倉

芝舞踊　富士城流

頑張れ東京！頑張れ浅草！頑張れアラ還ダンサーズ！！

117

月にとどけ～flamenco～

小島智子（Tomoko Kojima）

Citius,altius,fortius！

QUEENESS

Ｄ-phone（予告編）

京島三丁目film

Rising ～再生・隆起～

香音天シネマ倶楽部

シリクサ

中根　克

世界の料理を食べる会

World Food Club

マーラが与えた人生（百万本のバラ）

小田陽子 with FAMILY ODA



落語家おすすめ！選りすぐり和菓子7選

三遊亭竜楽

Scarborough Fair 2020

スカボロー・フェア 2020～そこにいた記憶～

タニンゴト・ミッドナイト

GOING FILMS

諦めない男、何者

north cky inc.

 「あなたはメロディー」歌：中田真由美／ピアノ：夏秋文彦

歌：中田真由美　（ピアノ演奏：夏秋文彦）

恋する和歌

和歌JAPAN

アートにエールを！芸協らくごまつり

芸協らくごまつり実行委員会

コロナン廻し

桂小南

てれわーく雅楽　～ひとりで越殿楽

岩佐　堅志

she’ll be right 合言葉はシルビライト

シルビライト

山本光洋　ピアニスト

山本光洋（やまもとこうよう）

紙芝居「桃太郎」とプロコフィエフの音楽

KATARIBE（カタリベ）（平岡貴子・早川枝里子）

中原中也「生ひ立ちの歌」より

荒井靖水　Hiromi★　花柳寿寛聖　伊藤侑貴　他

大和楽　夢

若柳 壮之助

思い出のかけらを

ブチックゆふfeat.やしまかずこ

神夜舞着物☆KamiyabuKIMONO

上籔よう子 YokoKamiyabu

内堀久美子のステッチクラフト～ファッション編～

内堀久美子

＃４１ ＃４２ ＃４３ ＃４４ ＃４５

Space Teleparty

Room58

Waltz For Debby

中村尚美

ラプソディ in チャイコフスキー

三船 元維／竹内 碧／米倉 佑飛

弦楽アンサンブル　東京都歌で心をひとつに

Tokyo Strings 2020

ルピナス

森田優基

能の骨格「白田村」

五蘊会 友枝雄人

円満井会定例能 橋弁慶

中村昌弘ほか/公益社団法人金春円満井会

アストル・ピアソラ 情熱的挑発

El Cielo 2020

自首する

TAIYO MAGIC FILM

to R mansion「マジカルミステリーツアー」ダイジェスト

to R mansion

風馬

小泉 憲央

Stay Ne＠ home concert

竹下裕美（ソプラノ）、佐藤昌仁（ピアノ）

The future is waiting

後藤ヨシチカ/石川恭彰/榎本彩子/築地由起

Fire bird / POiNT

POiNT

令和の獅子舞創作プロジェクト

でん舎

読売日本交響楽団　第603回定期演奏会

読売日本交響楽団

カズン~素敵なmusic~今こそ歌で旅しよう！無観客公演ダイジェスト版

カズン：古賀いずみ・漆戸啓による従姉弟(いとこ)同士のポップスデュオ

ハラ エクス アキコ

akiko

日本舞踊 荻江「一奏現在道成寺」

二代目 花ノ本 寿

シルキーブリッツ ステージ・ショー＠東京

シルキーブリッツ・竹中悠真

4本のトロンボーンの為の小組曲「エデン」

トロンボーンカルテット　rico

川勝折れ木のチリンチリン劇場

川勝折れ木

過去と共に踊れ、未来を抱いて踊れ

大野環  稲津清一  ダニエル・リコ  三木重人  林和哉

Becoming one

成田美紀・秋葉彩恵

花文字で描く「上を向いて歩こう」

花文字作家　大塚麻由

世界の終わりなわけねーだろ！

映像製作　STAND-IN

バレエシャンブルウエスト第88回定期公演「コッペリア」

株式会社B.シャンブルウエスト

distance

ソノヒグラシ（中村駿・山口将太朗）

古典音楽の魅力再発見プログラム

長唄 吉住会

2020年おうちの旅

白石慶子・村松ハンナ・今井凜

幸せのカタチ

ジーニー・アンド・イッセイ

『たったかた～ぁ』Summer

上村貴子（たったかた～ぁ）

蒼天

蒼天

JP-13 kiba v2020

TAIJI MATSUE  松江泰治

すず風 金魚の「頭飾り美術館」

すず風 金魚

極限への挑戦！ローリングバランス

張海輪・中国雑技団

「朱雀」-suzaku-

和太鼓パフォーマー「無限」

ピアノ連弾～メンデルスゾーンの魅力～

渡邉美佳＆山内恭子

映画を映す人

【企画】株式会社新日本映画社

5G

Sammy Sound さがわおさむ

もののけ姫

村松稔之

証

703号室

【La mer bleue, la belle mer】

フルート奏者　林愛実

子ども落語教室～落語ってどんな芸？～

桂やまと

ドキドキシティーボーイズ

ドキドキシティボーイズ

マジック「ボトルプロダクション」

マジシャン鈴木大河

ひとつのメルヘン

花柳茂義実　・　ひとつのメルヘン舞踊会

Rainy day

RAIN TRAIN

モノローグ

アスタリスク ゼロ

タヒチアンダンス「愛の讃歌」離れていても心は１つ

HEIARIKI RUAHINE

一人二役！モーツァルト K.448

酒井 有彩　Arisa Sakai

いま、子どもたちにきいてほしい歌

村上敏明

THE IMPURE LAND

増田 洋一郎  Yoichiro Masuda

PhysicalDistance

MASAKO・杵屋直光

ホンダマモル作品展示会「おうちでヒトリコテン」

ホンダマモル

映画「ねこのしっぽ」予告映像

ねこのしっぽ

レクイエム

舞踊 mixed media

Alegrías~Baile,Gt,Saxophone

宮本亜都子

「元気」X「元気」＝ 明日への希望　～今を生きる～

＃橋爪淳　＃塾生　＠非・演技塾

日本・台湾コラボレーション　リスボンの恋人

リスボンの恋人　実行委員会

朝崎郁恵「おくる唄」 紹介＆解説

朝崎郁恵

狂言KYOGEN～伝統を未来へ、そして世界へ～

狂言和泉流宗家

バーバー 弦楽四重奏曲 Op.11 より 『アダージョ』

メロマージュ カルテット

＃４６ ＃４７ ＃４８ ＃４９ ＃５０

４人でリコーダーオーケストラ！

リコーダー：安井敬　庄司祐子　中村栄宏　榊仁美

【ツイン・エレクトリックベース・アンサンブル】

原口彩香

Thanks The EARTH

ふるみまや

津軽じょんがら節合奏 【輝＆輝オリジナル曲：原点回輝】

津軽三味線　輝＆輝（KIKI）

モジュラーシンセサイザーライブ

HATAKEN

Music Travelers' Jam

EIKO+ERIKO

美宇宙の響宴～和洋クロスバンドとオペラ歌手たちによる紅白歌合戦～

code”M” (こーど えむ)

蓮沼執太フィルオンライン公演 #フィルAPIスパイラル

蓮沼執太フィル

オンラインで気持ちを結ぶ「鶴久政治」双方向LIVE配信

鶴久政治

東京オペラシティリサイタルシリーズ B→C會田瑞樹パーカッションリサイタル

東京オペラシティ文化財団

ネバーランドは待っている

マイコーりょう

祈り

花柳　玉舞

夢見て咲くや　能「卒都婆小町」に題材を得て

チーム花崎・MAKI

アルゼンチンタンゴライブ（生演奏とダンス）

桑原和美と大矢英一郎withタンゴ  ロサ楽団

祭り芸能の源流と舞台芸術化への挑戦

NPO法人国際芸術家センター（IAC）

H ZETTRIO ＜6カメマルチダイジェスト＞2020.10.03

H ZETTRIO

OBSESSION + 上野星矢

三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム） 上野星矢（フルート）

VOJA FESTIVAL 2020

The Voices of Japan (VOJA)

舞台手話通訳・字幕・音声ガイドつき演劇「メゾン」

シアター・アクセシビリティ・ネットワーク

東響コーラス 合唱のチカラ -Go For Next-

東響コーラス

Everyone is light

RIKAKO KAGAWA

映画『セナのまわり道』スクリーンまでのまわり道

映画『セナのまわり道』キャスト・スタッフ

漫画ができるまで

籔中博章

DAY DREAMS  presented by MELON

MELON™

青猫甘世界-アオネコカンセカイ-

樹谷奈央子

トライアル公演「プロメテウス」

演劇実験室◎万有引力

「継承と挑戦」

土生みさおグループ　Misao Habu Group

琉球舞踊公演「ひやみかち」

玉城流喜納喜天の会 宇夫方路琉球舞踊研究所

MAYOKE(魔除け)

キサブロー(KISABURO)

La Nueva Forma Creativa -新創造的様式-

SiNGO

 +smile

じてきんアートにエール部

朗読とパーカッションの世界／「蜘蛛の糸」

原田大二郎×佐藤正治　～朗読とパーカッションの世界～

桜魁　hawaii公演　練習動画＆過去出演動画

桜魁（さくらん）

伝統芸能を継承 ～日本舞踊でエールを～

東路流

幽霊さん、早く私を殺してください。

亀の市プロジェクト

胡弓ひとり二重奏による「さくら」

木場大輔

金尾義郎「My Friend」

金尾義郎

Dream Arcadia　夢の桃源郷

L＆S TOKYO

HUMAN WORLD 

ナリアイユウイチ

YASHIMA -屋島

錦琵琶　藤江桜輔

リハーサルスタジオにも元気を！

モリノ楽団

平富恵スペイン舞踊団 「北斎・フラメンコ 」

平富恵

RBLM

tetsuya tamura × hitoha.nasu

喜怒哀楽・春夏秋冬

喜怒哀楽の会

ソラへ～変わらぬ空～

KAZUHA

お家で名もなき感情

ウソツキ

ひまわりの夜に

ゆかいな仲間プロジェクト

ひとり語り ～さんくすへるん『因果話』～

北原久仁香

江戸の落語と木遣り唄と寄席踊り

桂右團治

六人の花魁

ラテンビューティ®

STYLE - 繋ぐ末来

新井風味

飛翔

藤舎 呂近

愛する君へ…

木島ユタカ　Produced by  HITOSHI HARUKAWA

【片岡双六】INBALANCE

手品師・片岡双六

ダルマ物語

兎角動画



エクスペクトミュージックビデオ

佐藤ひらり with NEWPEAKS

すこし色あせた旅

尾仲浩二

一調『天鼓』

小鼓方観世流岡本はる奈　シテ方金春流柏崎真由子

ラッパーズの軌跡　傑作10連発！

「RaPPars」（ラッパーズ）

言葉のない音楽絵本　ある女の子のおはなし

石垣絢子×瀧口希望

さらし幻想曲～第一章～

伊藤ちひろ

雅楽  kimigayo～君が代変奏曲～

雅楽

＃５１ ＃５２ ＃５３ ＃５４ ＃５５

GOODNEWS

林由恭

DOOR

金原爽佳

「ゆふつづ抄」

横滑ナナ（舞踏家）・きいろろ さとる（ビデオダンス）

ボーダーを眺めている

鈴木美奈子

「パトス四重奏団」あいこの音楽友だち部屋

パトス四重奏団

今伝えたい、囃子の魅力

青濤会

髙汐巴 ドラマチックシャンソン

髙汐巴

たむらさん

シス・カンパニー

兼崎順一 "Donpei Big Band"

兼崎順一 "Donpei Big Band"

TMBC creation

谷桃子バレエ団

Restart -0

TRY Project

Missing

Higuchi Dance Studio Crew

あなたへ

irodori

「虹色のたからもの」「星のたね」

Aya Owatari

How…

コンテンポラリーダンスプロジェクトNoroc

角田健一ビッグバンド30周年 無観客ライブ at 紀尾井ホール

角田健一ビッグバンド

音と映像のBAKASHIAI

キツネツキ

小松原庸子スペイン舞踊団「フラメンコVIVIRクラシコ・エレガンシア」

小松原庸子スペイン舞踊団

2020 パリ祭 番外編

パリ祭実行委員会

「能 小鍛冶」 能舞台の原点へー照明による野外能楽堂の舞台再現ー

金春流能楽師 中村昌弘 後援会

FRESCO

瑞慶覧　かおり

PARADIGM SHIFT

UNTITLED

ミュージックビデオ『ソラゴト』（りあん）

難波望

くらげのまち

さかてん

From K.D.S. to Edgar Allan Poe

Project M

妖怪アニメ「MONSTERS」　by 劇団ＹＫＪ

劇団YKJ

オールジャンルコンサート

日本歌手協会

落語　『穴子でからぬけ』

三遊亭楽天

伶楽舎子どものための雅楽コンサート2020

伶楽舎

ギリギリ男たちのブルース

本多晃子

「星、巡る」（箏ソロ作品）

鎌田美穂子

トランジスタラジオ 

中島良

井のいち 2020→2021

井のいち実行委員会音楽チーム

ミュージカル落語「アートにエールを！」

三遊亭究斗とアートな仲間たち

時の声「双調調子」

三浦元則 ＋ 音無史哉・纐纈拓也

Please come to JAPAN  again

雅屋　MIYABIYA JAPAN

ラップで落語「死神」

柳家緑太・柳亭市童

ZEETEN自転

ZEETEN（岡本早未、岡村裕太、篠田英美）

こおりのフロート

AFRA

あらい汎のパントマイム詩集より「見る前に跳べ」

パントマイム＆クラウン　劇団汎マイム工房

Showtime by yourself

ヨーコズバーレスクダンス

ロボット　動く

国井　美和子

神楽坂からエールを！

癸生川 栄・英子・鳩 featuring ゆたんぽヘッド

献呈～君に捧ぐ

Ayako＆Takuto

Stay Home SESSION！！

WONDER BEATS

Girl with ・・・

Kanami Kitagawa

生き霊と出勤

中村インディア

Into the Nature

ゆるだん

Let’s Mask　1鏡２オセロ3討論

HANIKAMU MASK Children

今の僕がいるのは

コミックチューブ

OFFICIAL TRAILER 【Re;2】

アサヒ団

ルルル

スサイタカコ

TOP SPIN ACROBAT SHOW

麻布十兵衛

藤井君の或る一日

株式会社オーパーツ　製作・企画・プロデュース

遠くの窓からこんにちは

リモート短編映画「遠くの窓からこんにちは」制作グループ

オンラインの向こう側

川柳つくし

アニメーションをつくる。

宮嶋龍太郎

イエアソビHappy is always next you！

しでかすおともだち＋吉本直紀

祝祭

太鼓と芝居のたまっ子座

ダイナミック・カラリパヤットゥ

浅見千鶴子（CVN KALARI JAPAN）

メゾン ドゥ フォルティッシッシモ

シットランテ

Standing

大洲大作

Chain of life　つながる生命

笑太夢マジック　SHOWTIME　MAGIC

＃５６ ＃５７ ＃５８ ＃５９ ＃６０

〇〇 like a Movie

沼舘美央（沼舘ミオ）

時の重なり

榎並 彩子 ／ 村本 寛太郎 ／ 廣海 史帆 ／ 宇治川 朝政 ／ 福間 彩

紙芝居が　はじまるボーーーー！！

ちっち

希望の花

きらきらひかるArts JAPAN

Art is Life 花崎杜季女の創作地唄舞　手向さがり葉

花崎杜季女と伝統芸能を守り育てる会

逸青会「三番三」

尾上菊之丞 茂山逸平

中西俊博 オリジナル曲ライブ～明日への希望～

中西俊博

宮野寛子アコースティックコンサート～Beginnings～

宮野寛子

石田新太郎とシティライツ

石田新太郎とシティライツ

植草ひろみ 注文の多い!!コンサート

植草ひろみ（チェロ）

アートでエールを

Noenoe Magic

1=3

伊藤千枝子

ハレの朝の食卓

tricolor＆ハナハッカの庭 食堂

Yasutomo Ota’s works

太田 泰友

Desert Moon / 沙漠の月 vol.7

近藤慶子

ハルカトミユキ「最高の孤独感」

ハルカトミユキ

ジョン・健・ヌッツォ クリスマス in 銀座

ジョン・健・ヌッツォ

[肉弾対閃 第８回] 山下洋輔ピアノ×トマツ戸松タカヒロ肉態DUO

山下洋輔(ピアノ) トマツ戸松タカヒロ(肉態)

東京クライス･アンサンブル ベートーヴェン250 第1回

東京クライス･アンサンブル

平家物語 ～語りと弦で聴く～

art unit ai+

尺八と十七弦による   写楽

渡辺紅山    宮後雅紫都

短編映画「慕情」

「慕情」製作チーム

灯台、あなたの温度、夜明けまえ

engram

「桜桃」太宰治～月琴の調べにのせて～

原きよ　永田斉子

僕のスーパーヒーロー

Teamそうちゃん

ボサノバ エクスペリメント ボサノバ研

伊藤ゴロー

短編映画「おぼわら～私のちょーツイてない1日～」

穴吹一朗×レグルスペード

番外編「リア王」リーディング公演

Kawai Project

津軽三味線・沖縄三線　ダブルネック　初披露

獅子道

サクサコール スペシャル コンサート

サクサコール

世界初のアクティブワンカットドラマ『鍵』

演劇集団　東京遊劇手

三味線童話「ありさんとかえるどん」

杵屋　三澄

きわにふれる

向井知子  |  きわプロジェクト実行委員会

空想の旅

キンぱれ～落語と絵描きで何するの？～

TOKYO エアー散歩

リュウクス

A Life with ART

ARTISTS NETWORK

「釣り人は鳥を知らない。」

永井朋生（音楽）×嶋村有里子（絵画）

暗やみで探しもの！ぼうはん かみしばい

お祭り紙芝居師マットくん

油絵で猫を写実的に描く

疋田正章

蜘蛛の糸

竹下良則　アンド　ミドリツキ

Daybreak

POI LAB ポイラボ

Naga Dance－蛇舞

Padma

§３　さよならを教えて

Social Distance Tango Lab.

浮世絵で江戸散歩

堀口茉純

NOVOL x LIVE PAINTING

NOVOL

小林ひろみ☆絵語り絵の世界

小林ひろみ

白のマーブル

碧のマーブルプロジェクト

青い宇宙に咲く清らかな愛

伊東　明日香

片棒

古今亭菊太楼

「もういいよ」の、その日まで

札幌ハムプロジェクト★東京支部

いつか君は朝を迎える

ハル

マッチポンプの少女

CURRY

再会

株式会社優プロ

つながりtight

ARATAMARI

吉原朝馬の効果音落語「松山鏡」

吉原朝馬

いまを越えて

林　煌彩（林　綾香）

「みそ豆　手洗い寿限無付き」林家うん平

林家うん平

翼

美帆×青柳亮

DESTINY

Girls Performance Unit D-Stage

歌舞伎町のランドセル

上村 多葉（Uemura Kazuha）

natural

Yoko

ALIVE

もんでん ゆうこ /  遠藤 ちえ(空間時間)


