まほろ座 MACHIDA は
FC町田ゼルビアを応援しています。
タワーレコード町田店

TEL 042-710-2161

今月のおススメは約4年振り、通算8枚目のオリジナルアルバ
ムをリリースされた宇多田ヒカルさんです！！今作の「BAD
モード」は進化し続ける宇多田ヒカルさんのキャリアの中でも
屈指の完成度の高い作品で、楽曲の「音」
「リズム」
「グルーヴ」
「歌詞(歌声)」全てに於いてこだわりが伝わってくる完璧な作
品。今作には、TBS系金曜ドラマ『最愛』主題歌「君に夢中」、
『シ
ン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「One Last Kiss」
など、宇多田ヒカルさんの代表曲となる楽曲の数々が収録さ
れています。老若男女問わず聴いてもらいたい一枚です。

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday！
！
Vol.34

3.4 FRI
MONTHLY PICKUP

4.1
3渋

谷ワ

料 理× 音 楽

ンマンラ
イブ決定！

宇多田ヒカル「BADモード」
タワーレコード町田店店長 小室のおすすめディスク
まちの案内所 町田ツーリストギャラリー

〈定

員〉各回定員30名

TEL 042-850-9311
詳細・お申込はこちら

〈日 付〉①4/17
（日）
小田急線鶴川駅9時集合
②5/ 1
（日）
町田ターミナルプラザ市民広場9時集合
いずれも15時頃解散予定
〈参加費〉各回1,200円（ガイド費、資料代、保険料含む）
今年は寅歳。寅歳薬師如来霊場では十二支の寅歳の時にお
厨子の扉が開かれ、秘仏の薬師如来様の姿を拝むことができ
ます。その貴重な機会に合わせ、
ガイドと一緒に町田市内の霊
場6ヶ所を2回にわたりすべて訪れます。

12年に一度の御開帳
町田の武相寅歳薬師如来霊場巡拝ガイドウォーク
町田パリオ管理事務所

TEL 042-725-3710（月〜土 10：00〜18：00）

〈時

間〉11：00〜18：00 ※最終日17：00まで

〈会

場〉町田パリオ3F ギャラリー・パリオ

〈料

金〉入場無料

くわしくは
こちら

米澤寛子 / モノタイプ（版画）

大西里子 / 油絵
〈日 付〉3/12(土)〜19(土)

3/29(火)〜4/5(火)

3/12（土)からは、大西里子による油絵展を開催。幼い時に見た美しい夢のような、
幻想的で清らな油絵の数々が並びます。3/29(火)からは、米澤寛子による版画展
を開催。
「 日常の小さな小さな記憶」をテーマに、版画技法のひとつであるモノ
タイプで制作された作品を中心に展示します。

03
2022

町田ゆかりの作家たちによる油絵展＆版画展の2本立て！
まほろ座 MACHIDA マンスリースケジュール

INFORMATION

About MAHOROZA
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

HALL RENTAL PLAN

à la carte

STAGE

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。

カジュアル

¥750（税込）

まほろ座の

「まちだ割」
や「ご出演割」
など
お得なプランもご用意しております。

肉の中でも人気の部位、
「手羽先」。
うま
味もたっぷり身はしっとりとジューシー、

自家製パウンドケーキ
キャラメルアップル

時間利用なら1時間

¥5,000〜

¥700（税込）

まちだ割で

さらに

演によって異なります。

角切りのりんごにキャラメルソースをまと

10％OFF

わせ、
パウンド生地に焼きあげました。
りん
ごのフルーティーな風味とコクのあるキャ
ラメル味がひとつになった、
「大人味」
の

輝ける場所であるようにと想いを込めました。

ジャンル

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

し、サクッとフリットに仕上げました。鶏

衣はカリッとしていて、ほのかに香る酸
味がやみつきになる美味しさです。

リハーサル、MV撮影、
アー写撮影、打ち合わせなどで
まほろ座のステージを使ってみませんか？

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

鶏手羽と
ブロッコリーのフリット
国産鶏手羽肉を、マスタードでマリネに

ホールレンタルプラン

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
出入口
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。
座席は通常時より間隔を空けて配置致

「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

町田で月イチアート展 パリコレッ!ギャラリー

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、

9:00〜10:00
18:00〜20:00

10:00〜18:00
（最短3時間〜）

早朝・夜間延長

時間利用

ケーキです。

レタンヌ・オーガニックワイン

ベリーダンス、落語、和楽器、古典芸能、ラテン、朗読、映画 etc

ステージ

音響/照明/映像
スタッフ

¥5,000/1h

有機栽培のぶどうのみを使用し
作られたワインです。

¥6,000/1h

※最大料金¥35,000

（白）
シャルドネ

¥5,000/1h

¥5,000/1h

※1人あたり
※最大料金¥20,000

スッキリとしたシャープな味わい。お食事

※1人あたり

との相性も抜群。

※料金は税別です

（赤）カベルネ・ソーヴィニヨン
/メルロー

お申し込み代表者が町田市在住・在勤・在学で

まちだ割 総額より10％割引

飲みやすさの中にもメルローの力強さを
感じる味わい。

ご出演予定のアーティスト様のリハーサル利用は

ご出演割 更にお得なプランをご用意しております。

グラス 各¥800（税込）
デカンタ 各¥2,300（税込）

◆30日前よりご予約可能となります。
◆ご利用時間は最大9:00〜20:00までとなります。
基本利用時間（10：00〜18：00）外は延長料金が発生します。
◆利用時間には、搬入・準備・片付け・搬出までの時間が含まれます。
◆入場料・受講料、有料配信などこれらに類する料金を徴収する場合や販売行
為等の営利目的として施設を利用する場合は、当カジュアルプランはご利用
いただけません。通常のホールレンタル利用となります。

〒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

◆機材（ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、デジタルピアノ、簡易PAセッ
ト）は無料でご利用いただけます。グランドピアノなどその他有料オプション
となりますのでご相談ください。

www.mahoroza.jp

料 理× 音 楽

気になる公演情報をいち早くお届けします。

◆楽屋のご利用は別途¥2,000頂戴いたします。

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

お問い合わせ（担当 佐々木）

MAIL ticket@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。

TEL 042-732-3021

Twitter

Facebook

@mahoroza

Instagram

@mahoroza

@mahoroza2015

03 MAHOROZA MACHIDA Monthly Schedule
3.4
FRI

ガールズポップ
【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥3,000

▲

NEXT 4.1 FRI
指定席 / +2オーダー

3.12
SAT

ポップス
【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】
〜 3.26
（土）
まで
¥3,000
自由席 / +1ドリンク
PICK
UP!

3.13
SUN

ビートルズトリビュート

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.34
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！

ビートルズトリビュートバンド
Believe（ビリーブ）
Believe（ビリーブ）

元オフコースの清水仁を中心に小沢
勝巳、城間正博、寄本慎司、黒岩典英
といったビートルズトリビュートにお
いてはベテランメンバーが、
この度ま
ほろ座MACHIDAに集結！
解散して半世紀が過ぎた今もなお世界
中の人々に愛されているビートルズ。
その素晴らしい楽曲をBelieveなら
ではのスペシャルな歌声とサウンド
でたっぷりとお楽しみください！

THU

立川晴の輔
新しい生活様式対応独演会

落語

立川晴の輔

【開場 / 開演】
昼 13：30 / 14：00
夜 18：00 / 18：30
【前売 / 当日】
¥3,000 / ￥3,300
【ライブ配信】
〜3.23
（水）
まで
¥2,000

立川晴の輔の定期独演会。
スタンディングトークに落語もたっ
ぷり二席。
こういう時こそ日常を忘れて、笑いの
ひとときを！
パリオde落語 第5２回公演
パリオビルのオーナーでもあり
まほろ座の座長中村惠が『地元町田
で 生の落語 の楽しさを伝えたい』
という熱い想いから、2010年４月パ
リオビル3階の フリースタジオ・パリ
オ(現・ギャラリー・パリオ) から
パリオde落語がスタート。
パリオビルの文化の発信のはじまり
でもあります。

自由席 / 飲食なし
PICK
UP!

3.20

LD
SO
指定席 / +2オーダー
OUT！

3.24
THU

シャンソン
【開場 / 開演】
17：30 / 18：30
【会場料金】
￥4,000

NEXT 4.28 THU
▲

3.17

ミュージカル
【開場 / 開演】
18:30 / 19:30
【前売 / 当日】
¥3,000 / ¥3,500
【ライブ配信】
〜3.29(火)まで
¥2,000

sources

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。

指定席 / +2オーダー
自由席
+1ドリンク

3.26
SAT

朗読楽劇
【開場 / 開演】
13：00 / 13：30
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500

3.27
SUN

ポップス
【開場 / 開演】
13:30 / 14:00
【前売 / 当日】
¥6,000 / ¥6,500

春のブギまつり2022

SUN

萩原優
（Sax）/ 栗原陸人
（Gt）
チェケラッチョ
（こういち）
（Dr）
］

小野田真子（Vo）
森田茉希（Vo）
ルイス魅麗セーラ（Vo）
石黒友梨（Pf）
赤瀬楓雅（Dr）
米光椋（Ba）

24歳の私たちに何が出来るのか、
何をするべきなのか、
何を学んできたのか、
どうして今ここにいるのか、
これからどうしていきたいのか…
私たち3人がそれぞれの過去を振り
返り、何故今ミュージカルの世界を目
指すのかを、今まで出会ってきた音
楽、人から、きっかけとなった曲を
ピックアップして繋ぎ歌うミュージカ
ルライブ。
華やかでお洒落で素敵な世界を是非
一緒に楽しんでください！！

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime
唄 ：日野美子 / 園まなみ
田篠麻衣子/ 真矢ケイ
演奏：原英彦（Pf）
並木健司（Gt）
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。

指定席 / +1ドリンク
自由席

【ご予約・販売】
Nishibu
TEL 0463-76-3272
MAIL m̲tanntei21@yahoo.co.jp

曾我泰久 LIVE TOUR
〜珍道中にも春が来た!
ゲスト：衛藤浩一

曾我泰久
【Guest】衛藤浩一

ジャニーズ事務所のバンドとして草
分け的なあの"The Good-bye"を経
てソロ活動を開始。
いつまでも変わらないその瑞々しい
笑顔はもちろん、真のアーティストと
してのタフさも兼ね備えたワンアン
ドオンリーのエンターテイナー。今回
は "The Good-bye" 時代からの盟
友、衛藤浩一さんをゲストに、楽しく
て嬉しくて、胸がキュンとなる極上の
ポップスを聴かせていただけること
でしょう！

フラメンコ・エン・マホローサ Vol.37

FRI

フラメンコ
【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
自由席 / +2オーダー
+1ドリンク
指定席

4.13
WED

【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

指定席 / 飲食なし

4.17
SUN

ジャズ

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
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。

町ガ 銀河進出へ の道 E p.3
〜オ リ オ ン 座流星群観 測〜
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！
！

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。
」
矢舟テツロー(Vo, Pf)

鈴木克人(Ba) / 柿澤龍介(Dr)
【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【Special Guest】小西康陽
【前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500 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
【ライブ配信】
昨年リリースしたニューアルバム「うた、ピア
〜4.23
（土）
まで
ノ、ベース、
ドラムス。」を引っさげて地元・町
¥2,000
田で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！
自由席 / +2オーダー
+1ドリンク
指定席

4.29

鈴木 茂・音楽研究所 vol.４

FRI 祝

ロック

所長：鈴木茂

（Vo, Gt/はっぴいえんど,
【開場 / 開演】
〈1st〉13：15 / 14：00 ハックルバック）
〈2nd〉17：30 / 18：15 客員研究員：岩沢二弓
※2部入替制
（Vo, Gt/ブレッド＆バター）
【前売 / 当日】
助手：近藤凛太朗（Dr）
¥6,500 / ¥7,000
鳴瀬貴喜（Ba）
【ライブ配信】
外崎銀河（Key）
〜5.5
（木祝）
まで
西山ケイン（Key）
¥2,500

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について
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。

公演形態の種類

※公演・配信料金はすべて税込み価格です

通常公演

通常通りの会場での公演となります。

有料配信

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。

通常/配信

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。

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。

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！

www.mahoroza.jp

4.8

ご来店のお客様へご協力のお願い

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。

自由席 / +１ドリンク

レボキューがやってくる！Vol.40

ビートルズトリビュート REVOLUTION-9
［ 上田雅利（Dr, Vo）/ 伊豆田洋之（Ba, Pf, Vo）
【開場 / 開演】
太田シノブ（Gt, Ba, Vo）/ 杉原英樹（Gt, Vo）］
17:30 / 18:30
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000 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
自由席 / +2オーダー
+1ドリンク
指定席
ダクションユニット。

Shezoo（Pf）
石川真奈美（歌,朗読）
平山織江（Vc）
藤野由佳（Acc）

整列時など店内での
ソーシャルディスタンスの確保

ブギ爛漫！心躍る音楽の祭典が今、
こ
こに！
ふたつのブギウギが彩り豊かに繰り
広げられる、
とっておきの一夜。
力強く前進するリズムが春の訪れを
告げることでしょう。
ここに集った若きミュージシャンが
織りなす、華やかなサウンドをお楽し
みください。

4.2

絵と朗読と音で語る
「猫たちの肖像画」

文 ：まどろむ海月＝Akira N.
絵画：彩也香 M

自由席 / 飲食なし

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。

SAT

愛は愛という言葉が捉え得るより
深く複雑で
はるかに巨きな不可思議そのものです
意 識してい なくても 同 性 同 士で
あっても 子どもができなくても
結ばれなくても 遠く離れていても
意 識できなくても 相 手 が 死 者で
あっても 底知れぬ深い愛はあり…
そんなことはわかってるよ と猫た
ちに教えられた気がして
この物語は出来上がりました

【ご予約・販売】
町田パリオ3階 管理事務所
TEL 042-725-3710
MAIL info@pario-machida.com

ブラックミュージック The Grit Groovers
［ 高瀬啓伍
（Pf）
【開場 / 開演】
チェケラッチョ
（こういち）
（Dr）
］
17：15 / 18：00
【前売 / 当日】
Litty Boogie Jamboree
¥5,000 / ¥5,500 ［ 高瀬啓伍（Pf）/ YURIE（Vo）

24 〜Go The Distance〜

WED

［ 加賀谷綾太郎
（Vn）/ 日髙隼人
（Vn）
野津永恒
（Pf）］

2022年1月16日初出演！
結成後初ライブから、
約2か月で再び
の出演決定！
今 回 もお なじみ のビートルズ ナン
バーで盛り上がること間違いなし！

自由席 / +1ドリンク

3.23

sources
「White Day」LIVE

［ 清水仁
（Gt, Ba, Vo）/ 小沢勝巳
（Gt, Vo）
【開場 / 開演】
城間正博
（Dr, Vo）/ 寄本慎司
（Ba, Gt, Vo）
14:30 / 15:00
黒岩典英
（Key, Vo）］
【前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500

PICK
UP!

PICK
UP!

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！

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。

