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友の会二次先行

 

《貸館》 関西テレビ放送 『室温～夜の音楽～』　(～7/10)

休演日

《提携》 『GHOST』

オンライン・U24先行

《提携》 『おわり』 『はじまり』 《主催》 『せたがや 夏いちらくご』

オンライン・U24先行

《主催》 『お話の森』

《主催》 『毛皮のヴィーナス』

友の会一次先行エントリー

《提携》 『注文の多い料理店』

※アーツカード会員先行：7/1(木)～

※一般発売：7/2(金)～
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《提携》 『バイオ・グラフィ：プレイ(1984)』

《貸館》 『奇人たちの晩餐会』

休演日

《提携》 『イデソロキャンプ』

《貸館》 関西テレビ放送 『室温～夜の音楽～』

【公演日程】6/25(土)～7/10(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞4/29(金･祝)～

【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 9,500円／A席 7,500円

＜友の会会員＞S席 9,200円／A席 7,200円

※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。

◎＝終演後ポストトークあり

【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】

サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12：00～15：00)

《貸館》 『奇人たちの晩餐会』

【公演日程】6/7(火)～6/19(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞4/23(土)～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演１席種4枚まで》

＜一般＞S席(1・2階席) 11,000円／A席(3階席) 8,500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。

※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

【お問合せ】

チケットぴあインフォメーション 0570-02-9111(オペレータ 10：00～18：00)

《提携》 shelf 『バイオ・グラフィ：プレイ(1984)』

【公演日程】6/9(木)～6/12(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞4/30(土)～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞4,500円

＜学生＞2,000円(当日要証明書提示) ＜U24＞2,000円

＜友の会会員＞4,000円 ＜アーツカード会員＞4,300円

＜障害者割引＞4,000円(介助者１名様無料/劇団のみ取扱い)

※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。

△＝収録のため客席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／カンフェティ／shelf(障害者割引のみ取扱い)

【お問合せ】

shelf 090-6139-9578／info@theatre-shelf.org

【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 https://setagaya-pt

※5/31 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。

《提携》 イデビアン・クルー 井手茂太新作ソロ 『イデソロキャンプ』

【公演日程】6/3(金)～6/5(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】＜一般発売＞4/15(金)～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

・プレビュー公演(6/3 15：00の回) ※一律料金 4,000円(前売・当日ともに) 

・本公演＜一般＞4,500円／当日 5,000円

＜高校生以下(小学生～高校生)＞1,500円(前売のみ/当日要証明書提示)

＜未就学児(4歳～小学生未満)★＞1,000円(前売のみ/当日要証明書提示)

＜U24＞2,500円 ＜友の会会員＞4,000円 ＜アーツカード会員＞4,300円

★6/4・5 13：00の公演のみ未就学児入場可。

［3歳以下］保護者の膝上での鑑賞時のみ無料。

［4歳～小学生未満］チケットをお求めください。

※その他詳細につきましては公式HPにてご確認ください。

◉＝プレビュー公演

★＝未就学児入場可

【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／カンフェティ

【お問合せ】

days 03-3464-5026(平日10：00～18：00)／info@idevian.com

《主催》 『毛皮のヴィーナス』

【公演日程】8/20(土)～9/4(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞

一次先行(Web抽選) 6/3(金)10：00～6/7(火)23：59

二次先行(先着順) 6/12(日)12：00～
(先行初日は電話のみ。翌日以降残席がある場合はオンラインでも取扱い)

＜オンライン会員・U24会員先行(先着順)＞6/11(土)10：00～6/12(日)23：59

＜アーツカード会員先行(先着順)＞6/18(土)10：00～

＜一般発売＞6/19(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞7,000円

＜高校生以下＞3,500円(当日要証明書提示)

＜U24＞3,500円 ＜友の会会員＞6,500円 ＜アーツカード会員＞6,700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)

《主催》 せたがやこどもプロジェクト2022 《ステージ編》

子どもとおとなのための◎読み聞かせ 『お話の森』

【公演日程】7/30(土) 14：00／18：30《出演者：ROLLY》 ※18：30「音楽の森」ソロライブ

7/31(日) 13：00／16：00《出演者：片桐仁》

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞6/28(火)10：00～

＜オンライン会員・U24会員先行＞6/30(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞7/1(金)10：00～

＜一般発売＞7/2(土)10：00～

【料金】全席指定

＜おとな＞2,500円 ＜中学生・高校生＞1,250円(当日要証明書提示)

＜4歳～小学生＞500円(当日要証明書提示) ＜U24＞1,250円

■30日(土)18：30～ ROLLY「音楽の森」ソロライブのみ：

＜おとな＞3,500円 ＜U24＞1,750円 ＜高校生以下＞上記料金と同じ(当日要証明書提示)

※友の会会員割引・アーツカード会員割引はございません。

※4歳未満入場不可。

※未就学児の入場は保護者の同伴が必要です。

※公演詳細は劇場HP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

【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》 大駱駝艦・天賦典式 創立50周年公演 『おわり』 『はじまり』

【公演日程】『おわり』7/14(木)～7/17(日) ・ 『はじまり』7/21(木)～7/24(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＞6/1(水)10：00～

＜アーツカード会員先行＞6/2(木)10：00～

＜一般発売＞6/3(金)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座種4枚まで》

＜一般＞S席 5,000円／当日 5,500円

A席 4,000円／当日 4,500円

＜友の会会員＞4,700円 ＜アーツカード会員＞4,800円

＜『おわり』 『はじまり』セット券(S席のみ/枚数限定)＞9,400円(世田谷パブリックシアターチケットセンターのみ取扱い)

※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(S席のみ取扱い)

【お問合せ】

大駱駝艦 0422-21-4984(平日11：00〜18：00)／ticket@dairakudakan.com

《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】＜一般発売＞5/14(土)～

【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)

＜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。

★＝未就学児入場可（6/25 13：00の公演のみ0歳児から入場可）

[3歳未満]保護者の膝上での鑑賞時のみ無料。 [3歳以上]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／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

《提携》 せたがやこどもプロジェクト2022 《ステージ編》

to R mansionプレゼンツ 『注文の多い料理店』

【公演日程】8/5(金)～8/7(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞6/16(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞6/17(金)10：00～

＜一般発売＞6/18(土)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞3,800円/当日 4,300円

＜高校生以下(4歳～高校生以下)＞1,500円/当日2,000円(当日要証明書提示)

＜U24＞2,000円 ＜友の会会員＞3,500円 ＜アーツカード会員＞3,600円

＜チャイルドシアター回こども(4歳未満) ※8/5・7 12:00公演のみ観劇可＞1,000円/当日1,500円

＜親子ペア(一般1枚＋高校生以下/こども１枚)＞4,500円/当日5,000円(当日要証明書提示）

※4歳未満のお子様は、チャイルドシアター回の公演にご来場ください。

[保護者の膝上での鑑賞時のみ無料。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。

【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／

to R mansion(TEL・メールは当日清算のご予約のみ、お席をお選びいただくことができません。

ご希望の日時/お名前/お電話番号/枚数をお知らせください。)

【お問合せ】

to R mansion 080-3410-8000／to-r-m@kta.biglobe.ne.jp

《主催》 せたがやこどもプロジェクト2022 《ステージ編》

『せたがや 夏いちらくご』

【公演日程】7/30(土) 13：00《昼の部》／17：00《夜の部》

【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＞6/4(土)10：00～

＜オンライン会員・U24会員先行＞6/5(日)10：00～6/9(木)23：59

＜アーツカード会員先行＞6/11(土)10：00～

＜一般発売＞6/12(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(小学生〜高校生) 1,500円(当日要証明書提示)

＜親子ペア券(おとな１枚＋こども１枚)＞4,500円(昼の部のみ/世田谷パブリックシアターチケットセンターのみ取扱い)

＜U24＞1,500円 ＜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。

※昼の部／夜の部の出演者等は劇場HP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

【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)


