
＜2021年3月＞　世田谷パブリックシアター・シアタートラム　スケジュール 2021/3/11更新（発行元：世田谷パブリックシアター　広報）
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チケット
発売日

《貸館》『フェイクニュース』 《貸館》『パークビューライフ』

◎3/25(木)
若村麻由美 河原崎國太郎
村田雄浩 ／ 野村萬斎

◎3/29(月)
成河　吉見一豊　星智也
／ 野村萬斎

シアター
トラム

《提携》木ノ下歌舞伎『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』 《貸館》『SWA クリエイティブツアー IN シアタートラム』 《主催》『地域の物語2021』

休演日

3月

世田谷
パブリック
シアター

《提携》イデビアン・クルー『義務』 《主催》『子午線の祀り』

休演日

《貸館》『My friend Jekyll』

※世田谷でのチケット取扱はございません。

《提携》『DOORS』　

《貸館》『TSURUBE BANASHI 2021』《主催》『地域の物語2021』

《提携》木ノ下歌舞伎『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』

【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＞2021/1/30(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

＜高校生以下＞1,000円(当日要証明書・前売のみ)

＜U24＞3,500円

＜友の会会員割引＞4,200円

＜アーツカード会員＞4,300円

※U24、高校生以下は枚数限定販売。

※◆＝収録のため客席内にカメラが入ります。

※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／Live Pocket

【お問合せ】

木ノ下歌舞伎 075-285-2485

《提携》イデビアン・クルー『義務』

【公演日程】2021/3/12(金)〜3/14(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞2021/1/30(土)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞4,500円／当日 5,000円

＜高校生以下＞1,500円(当日要証明書・前売のみ)

＜未就学児＞1,000円(前売・当日)

＜U24＞3,500円

＜友の会会員割引＞4,000円

＜アーツカード会員割引＞4,300円

※▽＝未就学児入場可。3歳以下は保護者膝上での鑑賞時無料。

4歳以上小学生未満は未就学児チケットをご購入ください。

【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

【お問合せ】

days 03-3464-5026 info@idevian.com

《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】＜一般発売＞2021/2/7(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演2枚まで》

＜一般＞3,800円／当日 4,000円

＜友の会会員割引＞3,500円

＜アーツカード会員割引＞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】＜一般発売＞2021/2/21(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

※◆＝収録のため客席内にカメラが入ります。

※◎＝終演後ポストトークあり。開催回のチケットをお持ちの方がご参加いただけます。

※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／

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）

《貸館》『パークビューライフ』

【公演日程】2021/4/7(水)～4/18(日)

【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＞2021/3/13(土)10：00～

＜一般発売＞2021/3/14(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演1席種4枚まで》

＜一般＞S席(1・2階席) 9,500円 A席(3階席) 8,000円

※友の会会員割引はございません。

※せたがやアーツカード会員先行・割引はございません。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【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

【お問合せ】

公演事務局 event@user-support.jp(平日10：00～17：00)

《貸館》劇団プープージュース第29回公演『フェイクニュース』

【公演日程】2021/4/8(木)～4/18(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞2021/3/7(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞6,500円／当日 7,000円

＜高校生以下＞3,500円（当日要証明書）

＜友の会会員割引＞5,500円

※友の会会員先行はございません。

※せたがやアーツカード会員先行・割引はございません。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

【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

【お問合せ】

劇団プープージュース 080-3533-9539

【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/

※2021/3/10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。

《主催》地域の物語2021

『生きること、死ぬことをめぐる冒険』

『下馬のゆうじさんをめぐる冒険』発表会

【公演日程】2021/3/21(日) 14：00

【会場】シアタートラム

【受付開始】2021/3/12（金）10:00〜

【料金】全席指定・入場無料（要事前予約）

※お名前、観劇人数（おひとりさま2枚まで）、電話番号をお伺いいたします。

【お申込み／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）

《提携》M&Oplaysプロデュース『DOORS』

【公演日程】2021/5/16(日)～5/30(日)

【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＞2021/3/27(土)10：00～

＜アーツカード会員先行＞2021/3/28(日)10：00～

＜一般発売＞2021/4/3(土)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 8,000円 A席 5,500円

＜友の会会員割引＞S席 7,200円 ＜アーツカード会員割引＞S席 7,600円

※友の会会員、せたがやアーツカード会員割引はS席のみの取扱となります。

※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／

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】

(株)M&Oplays 03-6427-9486

《貸館》『TSURUBE BANASHI 2021』
※公演時間、発売日が変更になりました。

【公演日程】2021/4/21(水)～4/25(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜一般発売＞2021/3/27(土)10：00～

＜友の会会員先行＞2021/3/25(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞2021/3/26(金)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演1席種1枚まで》

＜一般＞S席(1・2階席) 8,000円／A席(3階席) 6,000円

※6歳未満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 ほか

詳しくは公式HPをご確認ください。

【お問合せ】

チケットスペース 03-3234-9999(平日10：00～12：00／13：00～15：00)

《貸館》『My friend Jekyll』
【公演日程】4/21(水)～4/25(日)【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞3/20(土・祝)12：00～

※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取扱は

ございません。

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞8,000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】

チケットぴあ／LINEチケット

【お問合せ】

S KAKERU info@skakeru.co.jp


