
＜2021年7月＞　世田谷パブリックシアター・シアタートラム　劇場スケジュール 2021/6/29発行（発行元：世田谷パブリックシアター　広報）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木・祝 金・祝 土 日 月 火 水 木 金 土

14:00 13:00 13:00 14:00 14:00△ 14:00◎ 12:00 13:00 14:00 14：00◎ 14:00 13:00 14:00

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:30

14:00△ 14:00 14:00 14:00 14:00◎ 14:00◎ 14:00◎ 14:00 14:00◎ 13:00 13:00◎ (～8/1)

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 18:00 18:00◎ 18:00◎ 19:00 18:30◎

7月

世田谷
パブリック
シアター

《主催》『森 フォレ』 《主催》『悟空～冒険の幕開け～』　

休演日 休演日 休演日

シアター
トラム

《提携》『センス・オブ・ワンダー』 《提携》劇団チョコレートケーキ　第34回公演　『一九一一年』 《提携》Baobab『アンバランス』 《提携》『TANGLE』　

休演日

【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／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　世田谷区太子堂4-1-1　劇場ホームページ　https://setagaya-pt.jp/
　
※2021/6/29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。
※各公演の詳細・最新情報は、劇場HPまたは公式HPにてご確認ください。
※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》『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】＜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。

※◎＝終演後ポストトークあり。登壇者は劇場HPをご確認ください。

※△＝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】

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》せたがやこどもプロジェクト2021《ステージ編》

『悟空～冒険の幕開け～』映像上映＋パフォーマンス

【公演日程】2021/7/28(水)・29(木)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞6/13(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞おとな 2,000円 こども 1,000円（4歳～高校生、当日要証明書）

＜U24＞1,000円

＜友の会会員＞おとな 1,500円 こども 800円（4歳～高校生、当日要証明書）

＜アーツカード会員＞おとな 1,500円 こども 800円（4歳～高校生、当日要証明書）

※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

【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》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】＜一般発売＞5/29(土)10：00～

【料金】整理番号付自由席

＜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。

※△＝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／Peatix

【お問合せ】

Nibroll 080-4384-0925

《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】＜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（25歳以下、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。

※◎＝アフターアクトあり。詳細は公式HP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》Baobab第13回本公演 Re:born project vol.2『アンバランス』

【公演日程】2021/7/22(木・祝)～25(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞6/6(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞前売 4,500円／当日 5,000円

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

＜U25＞前売 3,500円／当日 4,000円

（当日要証明書、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なし）

＜友の会会員＞4,000円 ＜アーツカード会員＞4,300円

※3歳以下は保護者のひざ上のみ無料。4歳以上はチケットをお求めください。

※◎＝アフタートークあり。詳細は公式HP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／

イープラス／ローソンチケット

【お問合せ】

ゴーチ・ブラザーズ 03-6809-7125（平日10：00〜18：00）

《提携》せたがやこどもプロジェクト2021《ステージ編》

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】＜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

※◎＝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



＜2021年7月＞　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　発売スケジュール 2021/6/29発行（発行元：世田谷パブリックシアター　広報）
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アーツ先行 一般発売 一般発売 ※世田谷でのチケット取扱はございません。 一般発売

友の会先行 OL・U24先行 アーツ先行 一般発売 一般発売 ※世田谷でのチケット取扱はございません。

友の会先行 アーツ先行 一般発売 友の会先行 アーツ先行 一般発売

《提携》朗読劇『この子たちの夏』 《貸館》こまつ座『雨』　

7月

チケット
発売日

《主催》『せたがや 夏いちらくご』 《貸館》『砂の女』　 《音楽》『宮川彬良のせたがや音楽研究所 #13』

《主催》『日野皓正 presents “Jazz for Kids” Final Live』 《貸館》『検察側の証人』　

《提携》せたがやこどもプロジェクト2021《ステージ編》

朗読劇『この子たちの夏』1945・ヒロシマ ナガサキ

【公演日程】2021/8/7(土)・8(日・祝) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞7/2(金)10：00～ ＜アーツカード会員先行＞7/5(月)10：00～

＜一般発売＞7/6(火)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞4,000円 ＜高校生以下＞2,000円（当日要証明書）

＜ファミリー割引＞1,500円（保護者同伴の中学生以下、当日要証明書）

＜U24＞2,000円 ＜友の会会員＞3,700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。 ※公演回により出演者が異なります。

【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／J-Stage Navi

【お問合せ】

J-Stage Navi 03-5912-0840（平日12：00～18：00）

《主催》せたがやこどもプロジェクト2021《ステージ編》

『せたがや 夏いちらくご』

【公演日程】2021/8/8(日・祝) 【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＞6/26(土)10：00～ ＜オンライン・U24会員先行＞6/28(月)10：00～

＜アーツカード会員先行＞7/3(土)10：00～ ＜一般発売＞7/4(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞おとな 4,000円／こども 1,500円（小学生～高校生、当日要証明書）

＜U２４＞1,500円

＜親子ペア券＞4,500円（おとな１枚＋こども１枚、当日要証明書、昼の部のみ）

＜友の会会員＞3,500円 ＜アーツカード会員＞3,700円

※未就学のお子様はご入場いただけません。 ※公演回により出演者が異なります。

【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

【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》せたがやこどもプロジェクト2021《ステージ編》

『日野皓正 presents “Jazz for Kids” Final Live』

【公演日程】2021/8/15(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＞7/3(土)10：00～ ＜オンライン・U24会員先行＞7/5(月)10：00～

＜アーツカード会員先行＞7/9(金)10：00～ ＜一般発売＞7/10(土)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき4枚まで》

＜一般＞おとな 4,500円 こども 1,500円（4歳～高校生、当日要証明書） ＜U24＞2,250円

＜友の会会員＞おとな4,000円 ＜アーツカード会員＞おとな4,300円

＜オンラインチケット会員先行割引＞おとな 4,300円（7/5（月）10:00～8（木）23：59のみ発売）

※未就学児の入場は保護者の同伴が必要。4歳未満のお子様もお席が必要な場合はチケットをお求めください。

【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

【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》ケムリ研究室no.2『砂の女』

【公演日程】2021/8/22(日)～9/5(日) 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞7/17(土)10：00～

※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

＜一般＞一般 8,800円 学生割引券（チケットぴあ前売のみ取扱） 5,500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／イープラス／ローソンチケット

【お問合せ】

キューブ 03-5485-2252（平日12:00〜17:00）

♪せたがや文化財団音楽事業部の公演も♪

♪世田谷パブリックシアターチケットセンターで販売しております♪

『宮川彬良のせたがや音楽研究所 #13 ギューッとなって、ドーン！』

【公演日程】2021/9/23(木・祝)17：00 【会場】北沢タウンホール

【発売日程】＜一般発売＞7/26(月)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞4,000円 ＜友の会会員・アーツカード会員＞3,500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

【お問合せ】

せたがや文化財団音楽事業部 03-5432-1535（平日10：00～18：00）

《貸館》『検察側の証人』

【公演日程】2021/8/28(土)～9/12(日） 【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜一般発売＞7/17(土)10：00～

※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

＜一般＞S席 10,500円 A席 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】

公式HP（https://www.kensatsugawa.com/）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》こまつ座第139回公演『雨』

【公演日程】2021/9/18(土)～26(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＞7/17(土)10：00～

＜アーツカード会員先行＞7/23(金・祝)10：00～ ＜一般発売＞7/24(土)10：00～

【料金】全席指定 S席(1・2階席) A席(3階席)

＜一般＞S席 10,000円 A席 8,000円 ＜U-30＞7,500円（観劇時30歳以下、S席・A席共通、当日要証明書）

＜友の会会員＞S席 9,500円 ＜アーツカード会員＞S席 9,800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／

こまつ座・こまつ座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】

こまつ座 03-3862-5941（平日10：00〜18：00）

2022年1～3月上演『マーキュリー・ファー Mercury Fur』
フィリップ・リドリー×白井晃 2015年日本初演の衝撃作再演！

一新した全出演者の決定とツアー情報解禁！

【日程】 2022/1/28(金)～2/16(水) 

【会場】 世田谷パブリックシアター

【出演】 吉沢亮 北村匠海

加治将樹 宮崎秋人 小日向星一 山﨑光

水橋研二 大空ゆうひ

＜ツアー公演＞

[長野(松本)公演]2022/2/19（土）、20(日) 会場：まつもと市民芸術館 主ホール

［新潟公演］2022/2/23（水・祝） 会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場

［兵庫（西宮）公演］2022/2/26(土)、27(日) 会場：兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

［兵庫（神戸）公演］2022/3/2（水） 会場：神戸文化ホール 中ホール

［愛知公演］2022/3/5（土）、6(日) 会場：刈谷市総合文化センター

［福岡公演］2022/3/10(木)、11(金) 会場：福岡市民会館

公演日程・チケット発売日など

詳細は決まり次第劇場HPで

お知らせいたします！

7月上演『森 フォレ』
稽古場インタビュー動画を期間限定で公開中！

いよいよ7/6(火)に開幕するワジディ・ムワワド作『森 フォレ』。

岡本健一が撮影・インタビューした稽古場インタビュー動画を

世田谷パブリックシアター公式YouTubeチャンネルにて公開中。

ご観劇前にぜひご覧ください！

【公演日程】 2021/7/6(火)～24(土)

【会場】 世田谷パブリックシアター

【出演】成河 瀧本美織 ／

栗田桃子 前田亜季 岡本玲 松岡依都美 ／ 亀田佳明 小柳友 大鷹明良 ／

岡本健一 麻実れい

※チケットは残席のある限り公演日前日まで、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お求めいただけます。


