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※一般発売：11/1(火)～

一般発売 受付開始

　

《提携》 『幽憬』

チケット
発売日

《提携》 『ショウ・マスト・ゴー・オン』 《提携》 『Der Wanderer―さすらい人』

友の会先行Web抽選

《音楽》 『エリック・ミヤシロ　オールスターバンド』 《主催》 世田谷アートタウン2022 『三茶de大道芸』

シアター
トラム

《貸館》 『阿修羅のごとく』（9/9～） 《貸館》 『オルレアンの少女ージャンヌ・ダルクー』 《提携》 『舞踏 天狗藝術論』

10月

世田谷
パブリック
シアター

《主催》 『住所まちがい』（9/26～） 《主催》 『Möbius／メビウス』

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・せたがやアーツカード・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/

※10/24 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》 りゅーとぴあ×世田谷パブリックシアター 『住所まちがい』

【公演日程】9/26(土)～10/9(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】＜一般発売＞7/24(日)10：00～

【料金】《1申込につき1公演1席種4枚まで》

全席指定 S席(1・2階席)／A席(3階席) 

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

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

＜U24＞S席／S席（注釈付）／補助席 3,750円・A席／A席（注釈付） 2,750円

＜友の会会員＞S席／S席（注釈付）／補助席 7,000円

＜アーツカード会員＞S席／S席（注釈付）／補助席 7,300円
※未就学のお子様はご入場いただけません。

※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。

※A席・A席（注釈付）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。

■当日券を販売しています。詳細はこちらの劇場HPをご確認ください。

◎＝終演後ポストトークあり

△＝収録カメラが入ります。あらかじめご了承ください。

【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)

《主催》 世田谷アートタウン2022関連企画

カンパニーXY with ラシッド・ウランダン 『Möbius／メビウス』

【公演日程】10/21(金)～10/23(日)

【会場】世田谷パブリックシアター

【発売日程】

＜一般発売＞9/11(日)10：00～

【料金】全席指定 《1申込につき1公演4枚まで》

＜一般＞4,000円

＜高校生以下＞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＞3,700円
※6歳以上推奨、未就学児もご入場いただけますが、静かなシーンがございます。

※3歳以下は保護者膝上鑑賞時無料。未就学児の入場は保護者の同伴が必要です。

※詳細につきましては劇場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／イープラス

【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》 モチロンプロデュース 『阿修羅のごとく』

【公演日程】9/9(金)～10/2(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞7/23(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＞8,000円

＜ヤング券(観劇当日22歳以下)＞3,800円(チケットぴあのみ取扱い)

※友の会会員割引・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。

※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】

チケットぴあ／イープラス／ローソンチケット

【お問合せ】

大人計画 03-3327-4312(平日11：00～19：00）

《貸館》 『オルレアンの少女ージャンヌ・ダルクー』

【公演日程】10/6(木)～10/9(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞8/27(土)
※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＞9,000円
※友の会会員割引・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。

※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】

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）

《提携》 大駱駝艦 壺中天 舞踏公演 田村一行 『舞踏 天狗藝術論』

【公演日程】10/21(金)～10/23(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜一般発売＞9/8(木)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞4,000円／当日 4,500円

＜高校生以下＞2,500円(当日要証明書提示)

＜U24＞2,500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。

※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

【お問合せ】

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

《提携》 シス・カンパニー公演 『ショウ・マスト・ゴー・オン』

【公演日程】11/25(金)～12/27(火)

【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)＞10/1(土)10：00～10/5(水)23：59

＜一般発売＞10/10(月・祝)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＞S席 11,000円／A席 8,000円／B席 5,000円
※詳しい座席配置図につきましては、公式サイトに掲載しております。

※友の会会員割引・せたがやアーツカード会員割引はございません。

※友の会会員先行のお申込みは9/26(月)23:59までにご入会の方が対象となります。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

※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】

シス・カンパニー 03-5423-5906（平日11:00～19:00）

《提携》 Noism0 + Noism1 『Der Wanderer―さすらい人』

【公演日程】2/24(金)～2/26(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＞10/13(木)10：00～

＜アーツカード会員先行＞10/14(金)10：00～

＜一般発売＞10/15(土)10：00～

【料金】全席指定

＜一般＞6,000円

＜25歳以下＞3,000円(当日要証明書提示)

＜友の会会員＞5,400円

＜アーツカード会員＞5,700円
※未就学のお子様はご入場いただけません。

※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／りゅーとぴあ

【お問合せ】

りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 025-224-5521（11:00-19:00/休館日除く）

《音楽》 Discovery Setagaya Sounds #2

『エリック・ミヤシロ オールスターバンド』

【公演日程】2023/1/14(土) 15：00

【会場】玉川せせらぎホール（玉川区民会館）

【発売日程】

＜一般発売＞10/4(火)10：00～

【料金】

＜一般＞4,500円

＜友の会会員＞4,000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。

※詳細につきましてはせたおん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】

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♪

《主催》 世田谷アートタウン2022 『三茶de大道芸』

【公演日程】10/15(土)～10/16(日)

【会場】三軒茶屋駅周辺、近隣商店街

広場でのパフォーマンスは、混雑緩和のため、入場に事前申込が必要となります。（入場無料）

詳細は「パフォーマンスの楽しみ方」をご覧ください。

【受付開始】 10/9(日)10：00～
※定員になりしだい受付を終了いたします。

※お電話でのお申込みは受け付けておりません

※定員に余裕がある場合に限り、フェスティバル当日にも本部にてお申込みを受け付けます。

当日券の有無は、各開催日の前日にお知らせいたします。

※2歳以下のお子様はお申込み不要。保護者の同伴が必要です。

※詳細につきましては世田谷アートタウン2022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

【お問合せ】

世田谷アートタウン事務局 TEL:03-5432-1547 FAX:03-5432-1559

E-mail: sancha@setagaya-ac.net

毎秋恒例の大道芸フェスティバル！

今年は2年ぶりに、三軒茶屋の街の中や、いくつかの広場でパフォーマンスを開催。

《提携》 lal banshees 『幽憬』

【公演日程】12/22(木)～12/25(日)

【会場】シアタートラム

【発売日程】

＜友の会会員先行＞10/30(日)10：00～

＜アーツカード会員先行＞10/31(月)10：00～

＜一般発売＞11/1(火)10：00～

【料金】入場整理番号付自由席

＜一般＞4,200円／当日4,700円

＜高校生以下＞2,000円(当日要証明書提示)

＜小学生以下＞1,500円（4歳以上、当日要証明書提示）

＜友の会会員＞3,500円

＜アーツカード会員＞3,800円
※3歳以下のお子様はご入場いただけません。

※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／カンフェティ

【お問合せ】

山麓 / SANROKU 090-8880-3737（平日12:00～18:00）／sanrokuuu@gmail.com

https://setagaya-pt.jp/performances/20220910three-on-the-seesaw.html
https://setagaya-pt.jp/performances/202210mobius.html
https://setagaya-pt.jp/performances
https://setagaya-pt.jp/performances
https://setagaya-pt.jp/performances
https://setagaya-pt.jp/performances
https://setagaya-pt.jp/performances
https://www.setagayamusic-pd.com/event/5854.html
http://arttown.jp/
https://setagaya-pt.jp/performances/202212lalbanshees.html

