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発売日

《貸館》『SWAクリエイティブツアー IN シアタートラム』 《主催》『子午線の祀り』

友の会一次先行エントリー オンライン・U24先行

シアター
トラム

《貸館》『木漏れ日に泳ぐ魚』 《提携》『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』（～3/8）

2月

世田谷
パブリック
シアター

《提携》大駱駝艦・天賦典式『ダークマター』 《提携》こんにゃく座　オペラ『森は生きている』 《貸館》『スジナシシアター　vol.13』　

《提携》大駱駝艦・天賦典式『ダークマター』

【公演日程】2021/2/4(木) ～ 2/7(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞12/4（金）10：00～

【料金】全席指定 S席 （1・2階席） A席（3階席）

＜一般＞S席 5,000円 A席 4,000円 ※当日各500円増。

＜友の会会員＞S席 4,700円 ＜アーツカード会員＞S席 4,800円

※会員割引はS席のみ。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／

チケットぴあ／イープラス(S席のみ取扱）

【お問合せ】

大駱駝艦 0422-21-4984（平日11：00～18：00）

《提携》オペラシアターこんにゃく座創立50周年記念公演〈第一弾〉

オペラ『森は生きている』新演出・オーケストラ版

【公演日程】2021/2/19(金) ～ 2/24(水)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞12/12（土）10：00～

【料金】全席指定 A席 （1階席・2階席中央1列目） B席（2階席） C席（3階席）

＜一般＞おとな A席6,000円 B席5,000円 C席3,500円

こども・学生 A席3,000円 B席2,500円 C席2,000円

＜U25（25歳以下）＞A席4,500円 B席3,500円 ＜友の会会員＞おとなA席5,700円 B席4,700円

＜アーツカード会員＞おとなA席5,800円 B席4,800円 ＜おとなペア＞A席11,000円 B席9,000円

※当日は１席500円増。友の会、アーツカードは前売のみ。

※学生・U25は当日要証明書。

※おとなペア・Ｕ25はこんにゃく座、チケットぴあ、ローソンチケットのみ取扱い。

※公演回によって出演者が異なります。公式ホームページをご確認ください。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／

オペラシアターこんにゃく座／チケットぴあ／イープラス／ローソンチケット

【お問合せ】

オペラシアターこんにゃく座 044-930-1720

《貸館》『スジナシシアターVol.13』

【公演日程】2021/2/26(金) ～ 2/28(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞2/19(金)12：00～

＜オンライン配信チケット発売＞2/16(火)12：00以降

※世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケットでの

発売はございません。

※詳細は公式ホームページをご確認ください。

【料金】全席指定

＜一般＞S席（1・2階席）8,500円 A席（3階席）6,500円

※立見席の販売はございません。 ※未就学のお子様はご入場いただけません。

＜配信チケット料金＞3,000円

【ゲスト出演者】

2/26(金)14：00山崎育三郎 2/27(土)14：00渡辺直美 2/28(日)14：00中井貴一

【チケット取扱い】

TBSオンラインチケット／イープラス／ローソンチケット／チケットぴあ

※配信チケットはイープラス／チケットぴあのみ取扱い。

【お問合せ】

サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 （平日12:00〜15:00）

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター

03-5432-1515（10：00～19：00）

世田谷パブリックシアターオンラインチケット

https://setagaya-pt.jp/

【世田谷パブリックシアターチケットセンターでの発売方法】

＜予約＞オンライン／電話

＜支払＞オンラインカード決済／セブン-イレブン

＜発券＞セブン-イレブン

※窓口での予約・支払・発券はございません

※友の会・アーツカード・U24会員は前売料金のみ。

その他券種は公演により取扱いが異なります。

【各種お問合せ】

・託児サービス、劇場に関すること

世田谷パブリックシアター劇場代表 03-5432-1526

・チケット販売、車いすスペース予約に関すること

世田谷パブリックシアターチケットセンター

03-5432-1515（10：00～19：00）

【世田谷パブリックシアター／シアタートラム】

〒154-0004

東京都世田谷区太子堂4丁目1番地1号 キャロットタワー内

【劇場ホームページ】https://setagaya-pt.jp/

※2021/1/27現在の内容です。

※掲載内容変更、チケット予定枚数終了となる場合がございます。予めご了承ください。

※各公演の詳細・最新情報は、劇場ホームページまたは公式ホームページにてご確認ください。

※今後新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、チケット発売日の変更や公演

内容の変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

《貸館》ソニー・ミュージックアーティスツ 朗読劇 『木洩れ日に泳ぐ魚』

【公演日程】2021/2/12(金) ～ 2/14(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞1/17(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演2枚まで》

＜一般＞5,500円 ＜友の会会員＞5,000円 ＜アーツカード会員＞5,200円

※全回終演後倉科カナによるポストトークあり。

※◆＝2/13(土)13：00、18：00の回は、 映像収録のためカメラが入ります。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／

イープラス／SMAチケット

【お問合せ】

ソニー・ミュージックアーティスツ 03-6757-8241（平日13：00～17：00）

《提携》木ノ下歌舞伎『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』
※公演日時、発売日が変更になりました。

【公演日程】2021/2/26(金) ～ 3/8(月)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞1/30(土)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞4,500円 ＜U24＞3,500円 ＜高校生以下＞1,000円（当日要証明書）

＜友の会会員＞4,200円 ＜アーツカード＞4,300円

※一般料金以外は前売のみ取扱い。U24、高校生以下は枚数限定販売。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／Live Pocket

【お問合せ】

木ノ下歌舞伎 075-285-2485

《貸館》『SWAクリエイティブツアー IN シアタートラム』

【公演日程】2021/3/10(水) ～ 3/13(土)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞2/4(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞2/5(金)10：00～

＜一般発売＞2/7(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演2枚まで》

＜一般＞前売3,800円／当日4,000円

＜友の会会員＞3,500円

＜アーツカード会員＞3,600円

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／

チケットぴあ／ローソンチケット

【お問合せ】

有限会社ティルト 03-3462-5606（平日11：00～18：00）

《主催》『子午線の祀り』
※公演時間、発売日が変更になりました。

【公演日程】2021/3/19(金) ～ 3/30(火)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜友の会会員先行＞ ※お申し込みには入会期限がございます。

一次先行エントリー 2/8(月)10：00 ～ 2/10(水)23：59

二次先行（初日電話のみ） 2/18(木)12：00～

＜オンライン・U24会員先行＞2/13(土)10：00 ～ 2/14(日)23：59

＜アーツカード会員先行＞2/20(土)10：00～

＜一般発売＞2/21(日)10：00～

【料金】

全席指定 S席(1・2階席) A席(3階席) 《1申込につき1公演1席種4枚まで》

＜一般＞S席8,500円 A席5,000円

＜高校生以下＞S席4,250円 A席2,500円（当日要証明書）

＜U24＞S席4,250円 A席2,500円

＜友の会会員割引＞S席8,100円 A席4,600円

＜アーツカード会員割引＞S席8,300円 A席4,800円

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【チケット取扱い】

世田谷パブリックシアターチケットセンター・オンラインチケット／

チケットぴあ／イープラス／ローソンチケット／カンフェティ

【お問合せ】

世田谷パブリックシアターチケットセンター 03-5432-1515（10：00～19：00）

・各所に消毒液を配置し、洗面所には薬用石鹸を配置しており

ます。

・客席、ロビー、お手洗いなど、お客様が使用される場所は

抗ウイルスコーティングをしております。

・スタッフはマスクを着用し、お客様のご案内をさせていただき

ます。

・舞台と客席の間は余裕をもたせた座席配置にしております。

・会場換気システムは十分な稼働状況を満たしております。

・劇場ロビーのテーブル、イス、ごみ箱など、一部備品を一時的

に撤去します。

【下記の事項があてはまるお客様には、入館をご遠慮いただいております】

・発熱（37.5℃以上）や風邪、味覚、嗅覚障害の症状等、体調が

すぐれないお客様。

・マスクを着用していないお客様。

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が

あるお客様。

・感染拡大している地域や国への渡航歴が観劇日より前14日

以内にあるお客様。

【入館されるお客様へのお願い】

・必ず事前にチケットを発券のうえ、ご来場ください。

・入場時のチケットの半券はお客様ご自身でお切りいただき、

所定の場所にお入れいただきます。

・混雑を避けるため、入退場時に制限を行う場合があります。

・開演直前はロビーが込み合う可能性がございます。

お時間には余裕をもってお越しください。

・開演時間に遅れた場合には、後方のお席へのご案内となり

ます。

・お荷物のお預かりは致しません。お手荷物は少なめにして

ご来場ください。

世田谷パブリックシアター／シアタートラムは劇場ガイドラインに基づき

感染拡大予防のために次の対策を講じています
2021年1月7日に発令された緊急事態宣言にともない、

今後予定されている公演の公演内容やチケット発売等に

つきまして変更が生じた場合は、劇場ホームページで随時

お知らせしてまいります。

ご来場を予定されているお客様におかれましては、

ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。

https://setagaya-pt.jp/news/20210105-91171.html

2/20(土) ～ 2/21(日)にシアタートラムで上演を予定しておりました

SePT独舞Vol.23 スズキ拓朗『GHOST』は公演中止となりました。


