
＜2021年5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 2021/5/18更新（発行元：世田谷パブリックシアター　広報）
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世田谷
パブリック
シアター

《主催》『フリーステージ2021』［ダンス部門］ 《提携》M&Oplaysプロデュース『DOORS』

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
『フリーステージ2021』の公開は中止とし、
無観客にて収録のみ実施いたします。

休演日 休演日

シアター
トラム

《提携》イキウメ『外の道』(～6/20)　

休演日

《提携》『センス・オブ・ワンダー』

《主催》『森 フォレ』

友の会一次先行エントリー

《提携》『一九一一年』　

チケット
発売日

《提携》イキウメ『外の道』　 《主催》『狂言劇場 その九「法螺侍」「鮎」』 《提携》『TANGLE／タングル』　

《提携》M&Oplaysプロデュース『DOORS』

【公演日程】2021/5/16(日)～30(日) 【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜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＞S席 7,200円 ＜アーツカード会員＞S席 7,600円

※友の会会員、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。

※△＝撮影のため客席内にカメラが入ります。

【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

《提携》イキウメ『外の道』

【公演日程】2021/5/28(金)～6/20(日) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞4/24(土) ＜アーツカード会員先行＞5/1(土)

＜一般発売＞5/2(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演2枚まで》

＜一般＞6,000円 ＜友の会会員＞5,500円 ＜アーツカード会員＞5,800円

※未就学のお子様はご入場いただけません。

※本公演はお座席の選択ができません。座席番号はチケットの券面にてご確認ください。

【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／

チケットぴあ／イープラス／ローソンチケット／サンライズオンライン／カンフェティ

【お問合せ】

エッチビイ 03-3715-0940（平日11：00～18：00）

【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

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

劇場チケットセンター 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/

※2021/5/18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》狂言劇場 その九『武悪』『法螺侍』／『舟渡婿』『鮎』

【公演日程】2021/6/18(金)～27(日) ※公演日により演目が異なります。

【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＞5/8(土)10：00～ ＜オンライン・U24会員先行＞5/9(日)10：00～12(水)23：59

＜アーツカード会員先行＞5/15(土)10：00～ ＜一般発売＞5/16(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 6,500円 ＜高校生以下＞S席 4,250円 A席 3,250円（当日要証明書）

＜U24＞S席 4,250円 A席 3,250円＜友の会会員＞S席 8,000円 ＜アーツカード会員＞S席 8,200円

※未就学のお子様はご入場いただけません。※各種観劇サポートあり。劇場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／

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）

《主催》『森 フォレ』

【公演日程】2021/7/6(火)～24(土) 【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(Web抽選)5/15(土)10：00～19(水)23：59 二次先行(先着順・初日電話のみ)5/23(日)12：00～

＜オンライン・U24会員先行＞5/22(土)10：00～23(日)23：59

＜アーツカード会員先行＞5/29(土)10：00～ ＜一般発売＞5/30(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＞S席 8,100円 A席 4,600円

＜アーツカード会員＞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）

《提携》キネティックアート『TANGLE／タングル』
【公演日程】2021/7/30(金)～8/1(日) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞5/21(金)10：00～ ＜アーツカード会員先行＞5/22(土)10：00～

＜一般発売＞5/23(日)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞前売 2,500円／当日 3,000円

＜こども（小学生～高校生）＞前売 1,000円／当日 1,500円（当日要証明書）

＜友の会会員＞2,300円 ＜アーツカード会員＞2,400円

※7/31(土)公演は、終演後トーク＆ディスカッションあり。

※8/1(日)のみ未就学児入場可（3歳以下は保護者のひざ上のみ無料）。

※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です。

【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

【お問合せ】

Kinetic Art 090-8597-7552

《提携》劇団チョコレートケーキ 第34回公演『一九一一年』

【公演日程】2021/7/10(土)～18(日) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞5/24(月)10：00～

＜アーツカード会員先行＞5/26(水)10：00～

＜一般発売＞6/4(金)12：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞前売 4,300円／当日 4,500円 ＜U25＞3,800円（当日要証明書）

＜友の会会員＞3,900円 ＜アーツカード会員＞4,000円

※未就学のお子様はご入場いただけません。

※公演日により終演後アフターアクトあり。詳細は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／チケットぴあ／カンフェティ

【お問合せ】

劇団チョコレートケーキ 080-9080-1861（平日11：00～18：00）

《提携》Nibroll『センス・オブ・ワンダー』

【公演日程】2021/7/2(金)～4(日) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞5/27(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞5/28(金)10：00～

＜一般発売＞5/29(土)10：00～

【料金】整理番号付き自由席

＜一般＞4,000円 ＜高校生以下＞2,000円（当日要証明書） ＜U24＞3,000円

＜友の会会員＞3,600円 ＜アーツカード会員＞3,800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／Peatix

【お問合せ】

Nibroll 080-4384-0925


