
放映スケジュール

* ご予約状況によって放映内容が一部変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

* 下記のスケジュールはあくまでも予定です。その他の試合（例:当店に保存のある過去の試合）の観戦などは、

ご希望の時間（LIVE時を除く）に放映が可能な場合もございますので、詳しくはお気軽にスタッフまでお問い合わせください！

* LIVE中継の多くはDAZNでの放映になり、試合中に映像が止まったり、映らなくなる場合がありますのでご了承ください。

* スマートフォンからスケジュールをチェックする場合は、右記のバーコードを読み取ってください（PDFファイル） →

放映時間

8 月 28 日 ( 水 ) LIVE!! アジア チャンピオンズリーグ 準々決勝 第1戦 広州恒大 vs 鹿島アントラーズ

8 月 31 日 ( 土 ) LIVE!! (要予約) 明治安田生命J1リーグ 第25節 横浜Fマリノス vs ガンバ大阪 ガンバボーイ観戦イベント

9 月 1 日（日） LIVE!!（18:00） 明治安田生命Ｊ１リーグ第25節 Ｃ大阪 vs 川崎フロンターレ

録画放映 プレミアリーグ 第4節 サウサンプトン vs マンチェスターＵ

録画放映 プレミアリーグ 第4節 ニューカッスル vs ワトフォード

録画放映 ブンデスリーガ 第３節 バイエルン vs ヘルタ

9 月 2 日（月） 録画放映 プレミアリーグ 第4節 アーセナル vs トッテナム

録画放映 ブンデスリーガ 第３節 ブレーメン vs アウグスブルグ

録画放映 ブンデスリーガ 第３節 フランクフルト vs デュッセルドルフ

録画放映 リーガエスパニョーラ 第3節 ビジャレアル vs Ｒマドリード

9 月 4 日（水） LIVE!!（19:00） YBCルヴァンカップ 準々決勝 1leg ガンバ大阪 vs ＦＣ東京

9 月 5 日（木） LIVE!!（19:20） キリンチャレンジカップ 日本 vs パラグアイ

9 月 8 日（日） LIVE!!（18:00） YBCルヴァンカップ 準々決勝 2leg ＦＣ東京 vs ガンバ大阪

9 月 10 日（火） LIVE!!（20:30） ワールドカップ アジア2次予選 ミャンマー vs 日本

9 月 13 日（金） LIVE!!（19:30） 明治安田生命Ｊ１リーグ第26節 浦和レッズ vs セレッソ大阪

9 月 14 日（土） LIVE!!（19:00） 明治安田生命 Ｊ1リーグ第26節 ガンバ大阪 vs サガン鳥栖

LIVE!!（20:30） プレミアリーグ 第5節 リヴァプール vs ニューカッスル

9 月 15 日（日） 録画放映 プレミアリーグ 第5節 マンチェスターＵ vs レスター

録画放映 プレミアリーグ 第5節 シェフィールド vs サウサンプトン

録画放映 リーガエスパニョーラ 第4節 Ｒマドリード vs レバンテ

9 月 16 日（月） 録画放映 リーガエスパニョーラ 第4節 エイバル vs エスパニョール

録画放映 ポルトガルリーグ 第5節 ポルティモエンセ vs ポルト

9 月 17 日（火） LIVE!!（19:30） アジアチャンピオンズリーグ 準々決勝 2leg 浦和レッズ vs 上海上港

9 月 18 日（水） LIVE!!（19:00） アジアチャンピオンズリーグ 準々決勝 2leg 鹿島アントラーズ vs 広州恒大

9 月 21 日（土） LIVE!!（20:30） プレミアリーグ 第６節 レスター vs トッテナム

9 月 22 日（日） LIVE!!（22:00） プレミアリーグ 第6節 ウエストハム vs マンチェスターＵ

録画放映 プレミアリーグ 第６節 マンチェスターＣ vs ワトフォード 

録画放映 ブンデスリーガ 第5節 ブレーメン vs ライプツィヒ

9 月 23 日（日） 録画放映 プレミアリーグ 第6節 チェルシー vs リヴァプール

録画放映 プレミアリーグ 第6節 アーセナル vs アストンビラ

9 月 28 日（土） LIVE!!（14:00） 明治安田生命 Ｊ1リーグ第27節 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪

9 月 29 日（日） 録画放映 プレミアリーグ 第7節 サウサンプトン vs トッテナム

録画放映 プレミアリーグ 第7節 シェフィールド vs サウサンプトン

9 月 30 日（月） 録画放映 プレミアリーグ 第7節 エバートン vs マンチェスターＣ

録画放映 リーガエスパニョーラ 第7節 Ａマドリード vs Ｒマドリード

放映日 リーグ・カップ名 対戦カード

ご予約・お問合せ cafe & dining ESTADIO UMEDA TEL:06-6359-5021


