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料理×音楽
MONTHLY PICKUP

4.17 SUN

まちだ de 奏でる 2022

矢舟テツロー・
ワンマンライブ
「うた、ピアノ、ベース、ドラムス。」

〒194-0022 東京都町田市森野1-15-13 パリオビルB1 
●小田急線町田駅西口改札を出て、右手側前方のスロープを渡り、2階連絡通路1分
●JR町田駅中央改札口を出て右（北口）に。マルイの角を左折し、2階連絡通路2分

TEL 042-732-3021  MAIL info@mahoroza.jp

www.mahoroza.jp

営業時間は公演により異なる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

まほろ座は音楽と食事を楽しむ
エンターテインメントレストラン

世代を超えて皆様の架け橋となる場を
日本の、世界の、町田の、あらゆる世代の芸術と青春を
このステージからお届けいたします。
古き良き時代から今へ繋ぐ歌謡曲が世代を
超えて盛り上がっております。

Performance&gracefull

季節や時代を先取りした町田にはない
大胆かつ繊細な創作料理と、食事に合わせたワイン
四季折々のオリジナルカクテル・ノンアルコールも
取り揃えています。

「BE MY STAR」
誰もがスターであるという意味を持つ
「BE MY STAR」。
お客様、出演者、そして我々スタッフも
輝ける場所であるようにと想いを込めました。

60’～70’ミュージック、ミュージカル、フラメンコ、シャンソン、ジャズ、
ソウルディスコミュージック、カントリーミュージック、フラダンス、
ベリーダンス、落語、和楽器、古典芸能、ラテン、朗読、映画 etc

ジャンル

料理×音楽

About MAHOROZA About MAHOROZA

STAGE

出入口

タワーレコード町田店　TEL 042-710-2161

タワーレコード町田店店長 小室のおすすめディスク
Red Hot Chili Peppers 「アンリミテッド・ラヴ」 

町田パリオ管理事務所　TEL 042-725-3710（月～土 10：00～18：00）

今月のおススメは約6年振り、通算12作目の最新作リリースの
Red Hot Chili Peppersです！！なんと言っても注目されるのが
天才ギタリスト、ジョン・フルシアンテ復帰後初となるスタジ
オ・アルバムという事です。この4人だからこそ鳴らす事ので
きる唯一無二のレッチリ・サウンドが聴く者の心を揺さぶり気
持ちの高揚が抑えきれなくなります。アンソニー・キーディス、
フリー、チャド・スミス、ジョン・フルシアンテという個性の塊が
一体となった最高級のレッチリ・サウンドは圧巻の一言。まさ
にタイトルの如く「無限の愛が」ぎっしりと詰まった作品です。

座席は通常時より間隔を空けて配置致
します。2名以上のお客様はお席が離れ
る場合がございます。※レイアウトは公
演によって異なります。

INFORMATION INFORMATION

TwitterFacebookInstagram

@mahoroza2015 @mahoroza @mahoroza

気になる公演情報をいち早くお届けします。

04
2022

à la carte
厳選された食材を使用したお料理と
季節限定ドリンクのご紹介

ムール貝の
サラミパン粉焼き
¥850（税込）

白ワイン蒸しにしたムール貝を、香草と
サラミを使ったパン粉で香ばしく焼き上
げました。どのお酒にも合う絶妙な塩加
減をお試しください。

苺のジェラート
¥500（税込）

完熟した苺と、濃厚生クリームで作った
ジェラートです。ふんわりとした口溶けを
ご堪能ください。

ダリラ（白）
（イタリア/グリッロ主体）
華やかなトロピカルフルーツのアロマ。
上質な酸とミネラルのバランスが
素晴らしい白ワイン。

ピノ・ノワール
ヴィエイユ・ヴィーニュ（赤）
（フランス/ピノ・ノワール）
アルザス高級辛口ワイン。
熟したブドウやチェリー、新鮮なハーブや
スパイスの生き生きとしたアロマ。
口中にかすかに感じる繊細なタンニンが
心地良いアルザス・ピノ。

グラス 各¥850（税込）
デカンタ 各¥2,500（税込）

〈日　付〉5/3（火・祝）～15（日）
　　　　10：00～18：00 ※最終入場17：30
〈会　場〉町田パリオ 3F ギャラリー・パリオ
〈料　金〉入場無料
　　　　※特別イベント別途参加費有
〈問合せ〉090-5906-8190（安田早苗）

くわしくは
こちら

安田早苗個展
「黄色い魔女が咲く」Yellow Witch Bloom

町田を拠点に約10年間「芽が出るプロジェクト」

など現代美術の展示やイベント開催で活躍してい

るアーティスト・安田早苗の個展を開催。今回は

「魔女とフェミニズム」をテーマに、化学反応を利

用して複写した青写真に、油彩と立体物を組み合

わせた新作を発表。ワークショップやトークイベン

トなど、特別イベントも開催します。

薬師池、西園、ぼたん園、えびね苑、リス園、ダリア園、町田市フォトサロン、
ファーマーズセンター、ふるさと農具館の９つの施設が揃う四季彩の杜で
春の訪れを感じてみませんか。

4/14（木）
   ～5/8（日）

町田薬師池公園四季彩の杜

春フェア～花の便り～

まちの案内所 町田ツーリストギャラリー　TEL 042-850-9311

四季彩の杜
スタンプラリー

野草に詳しいあの俳優
岡本信人と
みちくさ散歩

ぼたん・
しゃくやくまつり

えびね苑
期間限定開苑

子どもDay’s

絶景人力車
ファーマーズ
マーケット

新緑を楽しむ
茶会

ダリア園で
セグウェイ
体験 まちだ名産品まつり

COSSAN at
町田ぼたん園
＆えびね苑

パリオ応縁プログラム

平素よりまほろ座 MACHIDAを
ご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、3月1日付けでまほろ座 MACHIDAの
店長に就任いたしました。

何かと至らぬことも多いとは存じますが、
店長の職責に全身全霊を傾け、

皆様に愛される明朗快活なお店づくり、
ひいては街の文化発展のために
尽力していく所存でございます。

今後とも相変わらぬご厚誼を
賜りますようお願い申し上げます。

令和4年3月吉日

まほろ座 MACHIDA
店長 佐々木良

まほろ座オリジナルグッズ
佐々木良デザイン
店長就任記念

Coming

      Soon!

販売開始！
（予定）

詳細は「町田市観光ガイド」で検索を。

4月吉日



4.13
WED ～ ～

www.mahoroza.jp
詳しい公演情報はホームページをご覧ください。 チケット購入は24時間対応のWEB予約がオススメです！

TEL 042-732-3139
※政府等の発表により急遽中止・延期等、内容が変更となる場合がございます。※出演者は都合により、予告なく変更になる場合がございます。また出演者
の変更・キャンセルに伴うチケットの払戻しは行いません。※テレワーク対応のためお電話が繋がりにくい場合がございます。※定休日・臨時休業日の電話
予約・電話でのお問合わせはご利用いただけません。メールで頂きましたお問い合わせにつきましては、営業日より順次の対応となります。

出演者・イベント企画募集中！ まほろ座パーティプランも受付中！
まほろ座では出演者、イベント企画を募集しています。ワンマン、イベント、ブッキング等様々な形
でご出演いただけます。結婚のお披露目パーティー、同窓会、歓迎会等もご相談ください。

04

※公演・配信料金はすべて税込み価格です

通常公演

有料配信

通常/配信

ライブ配信サービスを使った映像配信になりま
す。ご視聴にはお一人様１枚チケットが必要となり
ます。

会場での公演と配信をお選びいただけます。
それぞれチケットが必要となりますので詳細は各
公演ページをご覧ださい。

通常通りの会場での公演となります。

MAHOROZA MACHIDA Monthly Schedule まほろ座では出演者、イベント企画を募集しています。ワンマン、イベント、ブッキング等様々な形
でご出演いただけます。結婚のお披露目パーティー、同窓会、歓迎会等もご相談ください。

4.29
FRI 祝

ロック

自由席 / +1ドリンク

お久しぶりの鈴木茂の音楽研究所、
第4弾！今回は客員研究員に岩沢二
弓（ブレッド＆バター）を迎え、次代を
担う若手助手とともに、それぞれの
音楽ルーツを深掘り探求。
レジェンドによる演奏＋音楽談義は
必見中の必見です。

【開場 / 開演】
〈1st〉13：15 / 14：00
〈2nd〉17：30 / 18：15
※2部入替制
【前売 / 当日】
¥6,500 / ¥7,000
【ライブ配信】
～5.5（木祝）まで
¥2,500

指定席 / +2オーダー
NEXT 

▲

5.6 FRI

NEXT 

▲

6.18 SAT

4.1
FRI

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.35

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00

【会場料金】
¥3,000

まちだガールズ・クワイア

金曜日だけど、タイトルは、
『水曜日はWednesday!!』
毎月出演しながら成長してきた、町
ガの定期公演。毎月第一金曜日に開
催中。
三部編成のハーモニーが際立つライ
ブをたっぷりとお届けします！

ガールズポップ

 PICK
UP!

 PICK
UP!

 PICK
UP!

 PICK
UP! 4.12

TUE

ロック

石田ショーキチ生誕記念
Fifty-fourth groooove!!!!

「磯会11周年記念SPECIAL LIVE」

自由席 / +１ドリンク

4.24
SUN

ポップス

曾我 泰久
オールリクエスト弾き語り LIVE TOUR

曾我泰久
【開場 / 開演】
13:30 / 14:00
【前売 / 当日】
¥6,000 / ¥6,500

町田出身のシンガーソングライター
&ジャズピアニスト・矢舟テツロー
ジャズピアノをベースに「古くて新し
い」音楽を作り続ける。
2017年からは「座って聴ける、オト
ナのアイドルポップス」をコンセプト
に、アイドルへの楽曲提供やプロ
デュース活動を開始。

昨年リリースした7thアルバム
「うた、ピアノ、ベース、ドラムス。」
アナログLPリリース（3月23日）を記
念して、ワンマンライブを開催。
アルバムのプロデューサー・小西康
陽もゲストで参加。贅沢なひとときを
お過ごしください。

4.17
SUN

矢舟テツロー（Vo, Pf）
鈴木克人（Ba）
柿澤龍介（Dr）

【Special Guest】
小西康陽

【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500
【ライブ配信】
～4.23（土）まで
¥2,000

ジャズ

まちだ de 奏でる 2022
矢舟テツロー・ワンマンライブ
「うた、ピアノ、ベース、ドラムス。」

指定席 / +2オーダー

指定席 / +1ドリンク

 PICK
UP!

5.4
WED 祝
・ 5

THU 祝

キン・シオタニ（絵描き）
立川晴の輔（落語家）

キンぱれ vol.15
～落語と絵描きで何するの?～

5.3
TUE 祝

【開場 / 開演】
〈昼〉13：30 / 14：00
〈夜〉17：00 / 17：30
※2部入替制
【前売 / 当日】
¥6,300 / ¥6,800
自家製焼菓子＋
1ドリンク付

ジャズ / シャンソン
タンゴ / オリジナル

自由席 / +1ドリンク

4.8
FRI

指定席 / +2オーダー

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
～4.14（木）まで
¥2,500

指定席 / +2オーダー

フラメンコ

フラメンコ・エン・マホローサ Vol.37

町田駅前で本格的なフラメンコショー
が楽しめるのはまほろ座だけ！偶数
月のレギュラー公演です。目の前で繰
り広げられる迫力のショーを是非お
楽しみください。

'upa'upaとはタヒチ語で、オーケスト
ラや音楽、楽器という意味です。日本の
ミュージシャンと！タヒチのミュージ
シャンとオンラインで繋いで！音楽とダ
ンスが創る生でしか味わえないその瞬
間をお楽しみいただけます。

バイレ：井田真紀 / 鈴木旗江
　　　 古屋美枝
カンテ：遠藤郷子
ギター：高橋秀男

自由席 / +1ドリンク

4.10
SUN

指定席 / +2オーダー

【開場 / 開演】
10：30 / 11：00
【会場料金】
¥3,500
【ライブ配信】
￥2,000
※まほろ座取り扱いなし
　詳しくはWebにて

自由席 / +1ドリンク

タヒチアンダンス

ポップス

タヒチと日本が繋がる特別な時間
'upa'upa WAVE

Elli / KATZ / 田村和穂
KEIKO ほか

指定席 / ＋1ドリンク

会場：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
まちだガールズ・クワイア

いつも見慣れていたはずの夜空、こん
なに溢れるような星空だったなんて。
オリオン座から降り注ぐ銀河のハー
モニー。
ああ、これは新しい物語なんだ。
共に見届けよう、このほしめぐりの
サーガを。

最新アルバム『オリオン座流星群』は、
ミュージックマガジン誌のレビューで
10点満点を叩き出し、ラジオを中
心に各方面の好評を得て、流星群が
飛び交うようなざわめきが起きてい
る。全て生で歌い上げるコーラス
ワークは圧巻。そしてCDからは想
像もつかないエモーショナルなダン
スパフォーマンスも初めて観る方に
は驚きの見どころ。
まちだガールズ・クワイアのワンマン
ライブを絶対に見逃すな！！

【開場 / 開演】
18：30 / 19：00
【スペシャルシート】
¥8，800
※おみやげ付・
   前方席
  （A列～D列保証）
【一般】 ¥4,400

4.2
SAT

REVOLUTION-9
［ 上田雅利 （Dr, Vo） / 伊豆田洋之 （Ba, Pf, Vo）
  太田シノブ （Gt, Ba, Vo） / 杉原英樹 （Gt, Vo） ］

【開場 / 開演】
17:30 / 18:30
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000

ビートルズトリビュート

レボキューがやってくる！Vol.40

自由席 / +1ドリンク指定席 / +2オーダー

指定席 / +2オーダー

TULIPのドラマー上田雅利と日本の
ポール・マッカートニーで名高い伊豆
田洋之を中心に、太田シノブ、杉原英
樹といった実力派が集まり、2005年
夏に結成したビートルズ敬愛リプロ
ダクションユニット。

自由席 / +1ドリンク

自由席 / +1ドリンク

自由席

4.3
SUN

sources LIVE ～ 春

【開場 / 開演】
13:30 / 14：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
※4歳～小学生
¥2,000 / ¥2,500
【ライブ配信】
～ 4.17（日）まで
¥3,000

sources
［ 加賀谷綾太郎（Vn） / 日髙隼人（Vn）
  野津永恒（Pf） ］

全員が桐朋学園大学在学中に結成さ
れた男性のツインヴァイオリンとピ
アノによるインストゥルメンタル
POPSユニット。クラシック楽器の枠
に捉われない楽曲と演奏が聴く者、
観る者の心を惹きつける。

ポップス

【開場 / 開演】
〈昼〉12：30 / 13：30
〈夜〉17：00 / 18：00
※2部入替制
【会場料金】
昼夜各¥9,800
【ライブ配信】
昼夜各¥3,500

4.16
SAT

磯貝サイモン

磯貝サイモン公式サポーターズクラ
ブ「磯会-isokai-」が、2022年4月1日
に11周年を迎えます。11周年を記念
して待望の有観客ライブが昼夜2公演
で決定！テーブルのお席で、お食事を
ゆったり楽しむことが出来ます。
座席限定公演となりますのでチケット
はお早めにお買い求めください。

シャンソン、タンゴ、ジャズを日本語のオリ
ジナルの歌詞で歌ってきて久しい。原詩の意
図するところは変えずに、自分なりに意訳し
て歌っている。
この度アコーディオンのcobaさんと皆様お
なじみの曲を唯一無二の過激な編曲でやっ
てみようということになった。cobaさんと
は二度も芝居の音楽監督・作曲・演奏を担
当していただいている。再度、いつかいつか
と願っているうちに時が経った。
昨年まほろ座さんからのご依頼を受け、憲
法記念日に平和を願う歌を！との思いで共
演が叶った。相川瞳さんは私の舞台に二度
出演。川本悠自、三枝伸太郎の両氏は3〇〇
の舞台の音楽監督・作曲・演奏を担当。まさ
にアバンギャルドな仲間たちである。
今回のための新曲「ひまわりの種をポケット
に」も乞うご期待。〈渡辺えり〉

長江健次 with You
～まほろ座アコースティック

自由席 / +1ドリンク指定席 / +2オーダー指定席 / +2オーダー

4.30
SAT

4.22
FRI

指定席 / +2オーダー

加瀬邦彦＆ザ・ワイルド ワンズ、加山
雄三＆ハイパーランチャーズの島英
二が奏でるエレキサウンド！期待を
裏切らない楽しみ満載のユニット。

エレキ / GS

指定席 / +1ドリンク

4.28
THU

自由席 / +2オーダー
NEXT 

▲

5.26  THU

シャンソン

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime

 唄  ：池田ひろ子 / 園まなみ
       川島豊 / 橋本珠里
演奏：原英彦（Pf）
　　 並木健司（Gt）

【開場 / 開演】
17：30 / 18：30
【会場料金】
￥4,000

毎月木曜日に開催中の『まほろ座
シャンソニエ』
こだわりの空間で美味しいお酒やお
食事と共に、本格的なシャンソンを
気軽にお楽しみいただけます。

自由席 / +１オーダー

ポップス

整列時など店内での
ソーシャルディスタンスの確保

咳エチケット、飲食時以外でのマスク着用、
手洗い・手指消毒の徹底をお願いします。

体調が優れない場合はご来店をお控えください。
※ご自宅を出る前およびご来場時の検温にご協力をお願いします。
　37.3度を超えた場合、ご入場をご遠慮いただきます。

情勢により内容が変更となる場合がございます。まほろ座ホーム
ページにて最新情報を随時掲載しておりますので右の「ご協力のお
願い事項」を必ずご一読の上ご来場お願い申し上げます。スタッフ一同、
安全対策を万全にして皆様のご来店をお待ちしています。

2020年4月12日に企画されていな
がらコロナ禍第一波で中止となった
石田ショーキチバースデーライブ、満
を待して二年ぶりの開催！
お馴染みラウドグルーヴ隊の高石マ
キオ・河野瞬に加え石田が「同じ流
派」とシンパシーを持つギタリスト・
ネロをゲストに迎え、石田のソロデ
ビュー期を支えたギタリスト・秋山
コージローも駆けつけての賑やかな
ステージをお届けする。
近年プロデューサーとしての活動が
目立っていた石田ショーキチの久し
ぶりのソロバンドライブをお見逃し
無く！

石田ショーキチ（Vo, Key, Gt）
【サポートメンバー】
高石マキオ（Ba）
秋山コージロー（Gt）
ネロ（Gt）
河野瞬（Dr）

【Guest】
佐々木良（Gt）

【開場 / 開演】
18：30/ 19：00
【前売 / 当日】
¥5,400 / ¥6,000
【ライブ配信】
～4.18（月）まで
¥2,500

島 英二 ＆
Coconut Club

島 英二 ＆ 
Coconut Club
［ 島英二（Gt, Vo） / 浅尾俊明（S.Gt, Vo）
  千葉浩（Gt, Vo） / Miki（Vo, Gt） ］

【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【会場料金】
¥4,800
【ライブ配信】
～4.24（日）まで
¥3,000

「THE GOOD-BYE」から曾我泰久の
最新ソロ曲まで、会場の皆さんから
の真剣リクエストによって作られる
弾き語りLIVE！
※リクエストフォームは公演が近づ
きましたら曾我泰久ブログ等でお知
らせいたします。

所長：鈴木茂
（Vo, Gt/はっぴいえんど,
ハックルバック）

客員研究員：岩沢二弓
（Vo, Gt/ブレッド＆バター）

客員研究員：駒沢裕城
（S.Gt / 小坂忠とFour Joe Half, 
 はちみつぱい）

助手：近藤凛太朗（Dr）
　　 鳴瀬貴喜（Ba）
　　 外崎銀河（Key）
　　 西山ケイン（Key）

まちだde奏でる2022
鈴木 茂・音楽研究所 vol.４

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
～5.6（金）まで
¥2,000

長江健次（Vo）
太田公一（Pf）
根岸和寿（Gt）

「イモ欽トリオ」のフツオとしてデ
ビュー！俳優、タレント、スノーボー
ダーと幅広く活動している長江健次。
オリジナル曲や邦楽・洋楽のカバー
と、軽快なトークが炸裂するアット
ホームなライブです。

トーク / ドローイング / 落語 

【開場 / 開演】
5月4日（水祝）
〈昼〉13：00 / 13：45
〈夜〉17：00 / 17：45
※2部入替制

5月5日（木祝）
〈昼〉13：00 / 13：45

【前売 / 当日】
¥5,500 / ¥6,000
入場者全員に
オリジナルグッズプレゼント

ペン一本と座布団一枚。それさえあ
れば、どこでもいって芸を披露。違う
世界の似てる二人がコラボする
「1+1＝∞」的コラボライブ。

今回は二年ぶりの開催。積もる話が
いっぱいあります。ぜひ、みんなで一
緒に分かち合いましょう。 
イラストレーターのキン・シオタニの
ドローイングパフォーマンス、立川晴
の輔の落語もあります。

新作グッズやキンぱれ福袋の発売も
予定していますのでお楽しみに♪

企画・制作：
まほろ座MACHIDA
まち・ふるプロジェクト
ツキノニジ
協力：
町田パリオ
まちだはまちだプロジェクト

共催：
一般財団法人
町田市文化・
国際交流財団

共催：
一般財団法人
町田市文化・
国際交流財団

えり こば AVANT‐GARDE Vol.1

渡辺えり（Vo） / coba（Acc）
川本悠自（Ba） / 相川瞳（Perc）
三枝伸太郎（Pf）


