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《主催》 『お勢、断行』

休演日 休演日

《貸館》 @asatte_produse 『青空は後悔の証し』
シアター
トラム

《提携》 『GHOST』

《主催》 『フリーステージ2022』

ダンス部門

《提携》 『刻の花」／『moments』

【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

※5/17 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。

《貸館》 @asatte_produse 『青空は後悔の証し』

【公演日程】5/14(土)～5/29(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞3/26(土)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＞8,000円(前売・当日共に)

＜トラムシート＞4,000円(枚数限定)

＜U22＞4,000円(ローソンチケットのみ取扱い/当日指定引換券/枚数限定/要身分証明証提示)

※トラムシートは座席ではなく、客席最後部の壁に備え付けられたバーに寄り掛かる半お立見のスペースです。

通常の座席とは異なります。

※友の会会員割引・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。

※その他詳細につきましては公式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／MITT TICKET

【お問合せ】

［チケットについて]Mitt 03-6265-3201(平日12：00～17：00)

［公演について］株式会社明後日 03-6412-7205(平日11：00～18：00)

《提携》 SePT独舞Vol.23 スズキ拓朗 『GHOST』

【公演日程】6/25(土)～6/26(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞5/12(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞5/13(金)10：00～

＜一般発売＞5/14(土)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞4,000円／当日 4,500円

＜高校生以下＞2,000円／当日 2,500円(当日要証明書提示)

＜小学生以下(3歳以上)＞1,000円／当日 1,500円(当日要証明書提示)

＜障害者＞2,000円／当日 2,500円(当日要障害者手帳提示/車椅子スペースあり/詳細・申込は世田谷パブリックシアターチケットセンターまで)

＜U24＞3,000円

＜友の会会員＞3,600円

＜アーツカード会員＞3,700円

※3歳以上入場可。

＊6/25(土)13：00公演のみ0歳児から入場可(3歳未満は保護者の膝上で鑑賞される場合のみ無料。3歳以上はお席が必要です。)

※その他詳細につきましては公式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

【お問合せ】

ロックスター有限会社 03-5272-0991／rockstarltd.info@gmail.com

《主催》 世田谷パブリックシアター 『フリーステージ2022』

■世田谷クラシックバレエ連盟

【日程】4/29(金・祝) 16：00 【会場】世田谷パブリックシアター

■音楽部門

【日程】4/30(土) 15：00 【会場】シアタートラム

■ダンス部門

【日程】5/3(火・祝)～5/5(木・祝) 各日15：00

【会場】世田谷パブリックシアター

【予約受付日程】4/23(土) 10：00～(オンラインチケットのみ)

【料金】全席指定・入場無料(要事前予約) 《1申込につき1公演4枚まで》

※3歳以下は、保護者の膝上で鑑賞する場合に限り、チケットの予約不要。

※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オンラインチケット(※窓口・電話での受付・発券はございません。)

【お問合せ】

世田谷パブリックシアター「フリーステージ」担当 03-5432-1526

《主催》 『お勢、断行』

【公演日程】5/11(水)～5/24(火)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜一般発売＞3/6(日)10：00～

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

＜一般＞S席・S席(注釈付) 7,500円／A席・A席(注釈付) 5,500円／補助席 7,000円

＜高校生以下＞S席・S席(注釈付) 3,750円／A席・A席(注釈付) 2,750円／補助席 3,500円(当日要証明書提示)

＜U24＞S席 3,750円／A席 2,750円／補助席 3,500円

＜友の会会員＞S席 7,000円／A席 5,000円

＜アーツカード会員＞S席 7,300円／A席 5,300円

※S席(注釈付)・A席(注釈付)は見切れ席です。

舞台の一部が見切れたり、落下防止の手すりが視界に入る可能性がございます。

※補助席は、背もたれあり/肘掛なし/座面クッションは薄いものになります。

※補助席の友の会会員・せたがや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。

※前売券は残席がある限り、各公演前日までご予約を承ります

世田谷パブリックシアターチケットセンター｜公演日前日19：00まで、電話にて受付(03-5432-1515)

世田谷パブリックシアターオンラインチケット｜公演日前日23：30まで受付

■当日券情報

1)電話予約｜当日朝10:00～開演の2時間前まで、世田谷パブリックシアターチケットセンター(電話03-5432-1515)にて

承ります。

2)窓口販売｜開演の60分前より、世田谷パブリックシアター劇場入口の当日券受付にて販売します。

電話予約をされた方が優先となります。

【料金】

＜一般＞S席・S席(注釈付) 7,500円／A席・A席(注釈付) 5,500円／補助席 7,000円

＜高校生以下＞S席・S席(注釈付) 3,750円／A席・A席(注釈付) 2,750円／補助席 3,500円(当日要証明書提示)

※S席(注釈付)･A席(注釈付)は見切れ席です。

舞台の一部が見切れたり、落下防止の手すりが視界に入る可能性がございます。

※補助席は、背もたれあり/肘掛なし/座面クッションは薄いものになります。

※当日券の各種会員割引はございません。

※おひとり様4枚まで承りますが、連席でご用意できない場合もございます。

△＝収録のため客席にカメラが入ります

◎＝終演後ポストトークあり(各日登壇者につきましては劇場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／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》 鈴木ユキオプロジェクト 『刻の花」／『moments』

【公演日程】7/1(金)～7/3(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞5/26(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞5/27(金)10：00～

＜一般発売＞5/28(土)10：00～

【料金】整理番号付自由席

＜一般＞4,000円／当日 4,500円

＜高校生以下＞2,500円(前売のみ/当日要証明書提示)

＜U24＞3,000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。

【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】

鈴木ユキオプロジェクト kingyo.company@gmail.com


