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《主催》 MANSAI◉解体新書 その参拾弐 完 「檄」 ～初心不可忘～／ 《主催》 劇場リーディング 『ハムレット』より 《音楽》 せたがやジュニアオーケストラ 『第12回定期演奏会』

《提携》 シス・カンパニー公演 『奇蹟 miracle one-way ticket』

友の会先行エントリー

《貸館》 『アーモンド』

友の会一次先行エントリー OL・U24先行 アーツ先行 一般発売 一般発売 一般発売

《主催》 『マーキュリー・ファー Mercury Fur』

【公演日程】2022/1/28(金)～2/16(水)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜一般発売＞11/28(日)10：00～ ※予定枚数を終了いたしました

【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2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／A席 6,000円

＜アーツカード会員＞S席 8,300円／A席 6,300円

※チケットの発券開始日は2022/1/14(金)10:00以降となります。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

〇＝貸切公演

【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》 シス・カンパニー公演 『奇蹟 miracle one-way ticket』

【公演日程】 2022/3/12(土)～4/10(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(Web抽選)＞1/20(木)10：00～1/24(月)23:59    

＜一般発売＞1/29(土)10：00～

※アーツカード会員の先行発売はございません。

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

＜一般＞S席 10,000円／A席 8,000円／B席 6,000円

※友の会会員・アーツカード会員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／イープラス／ローソンチケット

【お問合せ】

シス・カンパニー 03-5423ｰ5906 (平日11：00～19：00)

《主催》 戯曲リーディング 『ハムレット』より

【公演日程】2022/2/27(日) 18:30

【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＞

一次先行(Web抽選) 1/8(土)10：00～1/12(水)23:59

二次先行(先着順・発売初日は電話のみ) 1/16(日)12：00～

＜オンライン会員・U24会員先行＞1/15(土)10：00～1/16(日)23:59

＜アーツカード会員先行＞1/22(土)10：00～

＜一般発売＞1/23(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席種4枚まで》

＜一般＞S席 5,500円／A席 3,500円

＜高校生以下＞S席 2,750円／A席 1,750円(当日要証明書) ＜U24＞S席 2,750円／A席 1,750円

＜友の会会員＞S席 5,000円／A席 3,000円 ＜アーツカード会員＞S席 5,300円／A席 3,300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

【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)

【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 年末年始を除く)

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

＜チケット発売、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/

※2021/12/28 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でご確認ください。

※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》 MANSAI◉解体新書 その参拾弐 完 「檄」 ～初心不可忘～

【公演日程】2022/2/24(木) 19:00

【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＞

一次先行(Web抽選) 1/8(土)10：00～1/12(水)23:59

二次先行(先着順・発売初日は電話のみ) 1/16(日)12：00～

＜オンライン会員・U24会員先行＞1/15(土)10：00～1/16(日)23:59

＜アーツカード会員先行＞1/22(土)10：00～

＜一般発売＞1/23(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき2枚まで》

＜一般＞5,500円

＜高校生以下＞2,750円(当日要証明書) ＜U24＞2,750円

＜友の会会員＞5,000円 ＜アーツカード会員＞5,300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

【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》 笠井叡新作ダンス公演 ポスト舞踏公演 『牢獄天使城でカリオストロの見た夢』

【公演日程】 2022/3/3(木)～3/6(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＞1/12(水)10：00～ ＜アーツカード会員先行＞1/13(木)10：00～

＜一般発売＞1/14(金)10：00～

【料金】全席指定 A席(1・2階席)／B席(3階席)

＜一般＞A席 5,000円／当日 5,500円

B席 4,000円／当日 4,500円

＜U24＞A席 4,000円 ＜学生＞A席 3,500円／当日 4,000円(当日要証明書)

＜友の会会員＞ A席 4,700円 ＜アーツカード会員＞A席 4,800円

※B席(3階席)は各種割引なし

※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 ほか

【お問合せ】

ハイウッド 03-6302-0715 (平日11：00～18：00)／hiwood.info@gmail.com

《音楽》 せたがやジュニアオーケストラ 『第12回定期演奏会』

【公演日程】2022/3/28(月) 17：30

【会場】ミューザ川崎シンフォニーホール(JR線 川崎駅)

【発売日程】

＜一般発売＞1/24(月)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞1,500円 ＜高校生以下＞1,000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】

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)

♪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・オンラインチケットでご購入いただけます♪

《貸館》 conSept 『アーモンド』

【公演日程】2022/2/25(金)～3/13(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞1/29(土)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演１席種2枚まで》

＜一般＞SS席 11,500円／SA席 10,500円／SB席 9,000円／A席 9,500円／B席 8,000円／C席 7,000円

※友の会会員割引、アーツカード会員割引はございません。各種会員IDで購入いただけます。

※座席配置・その他詳細につきましては公式HPをご確認ください。

※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／conSept／ミラチケ（U22無料・枚数限定）

【お問合せ】

conSept (info＠consept-s.com)


