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発売日

《提携》『グッバイ！キャラバン』

《提携》『古武道文化祭 ～霜月の交響曲～』

8月

世田谷
パブリック
シアター

《主催》『せたがや　夏いちらくご』 《主催》『Jazz for Kids』 《貸館》『検察側の証人』 (～9/12)

シアター
トラム

《提携》『TANGLE／タングル』　 《貸館》ケムリ研究室no.2『砂の女』(～9/5)

休演日 休演日

《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】＜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。

※公演回によって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】＜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

※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。

※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です。

※未就学児も入場可能のコンサートですが、ほかのお客様へご配慮ください。

劇場スタッフがお声掛けさせていただく場合もございます。

【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

【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》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

※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

※ミュージシャン来日中止に伴う内容変更あり。詳しくは公式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 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。
※会員料金は前売のみ。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、車椅子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/

※2021/7/29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。
※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。

《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】＜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）

＜U24＞2,000円

＜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）

＜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。

【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）

《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＞8,800円 ＜学生割引＞5,500円（チケットぴあ前売のみ取扱）

※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）

《提携》『古武道文化祭 〜霜月の交響曲(シンフォニー)〜』

【公演日程】2021/11/20(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＞8/25(水)10：00～

＜アーツカード会員先行＞8/30(月)10：00～

＜一般発売＞8/31(火)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞7,500円 ＜高校生以下＞2,000円（当日要証明書）

＜友の会会員＞7,000円 ＜アーツカード会員＞7,300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／イープラス／CNプレイガイド／

キャピタルヴィレッジ

【お問合せ】

キャピタルヴィレッジ 03-3478-9999 （平日12：00～17：00）

《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】

チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス

【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）

《提携》プロジェクト大山 １５周年記念『グッバイ！キャラバン』

【公演日程】2021/9/23(木・祝)～26(日) ※9/23は前夜祭 【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞8/25(水)10：00～

＜アーツカード会員先行＞8/26(木)10：00～ ＜一般発売＞8/27(金)10：00～

【料金】整理番号付自由席

■前夜祭 9/23(木・祝) 1,000円（一律料金）

■新作公演 9/24(金)～26(日)

＜一般＞前売 3,800円／当日 4,000円 ＜高校生以下＞1,500円（当日要証明書）

＜U24＞2,500円 ＜親子ペア＞4,500円（一般+3歳〜高校生・当日要証明書）

＜友の会会員＞3,600円 ＜アーツカード会員＞3,700円

※3歳未満入場不可。3歳の方は保護者の膝上鑑賞無料。

お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。

【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／イープラス

【お問合せ】

プロジェクト大山 090-4430-7394


