
イラストレーター 本田亮さん 描き下ろしの
店長就任コラボグッズ発売中！！

まほろ座 MACHIDA オンラインショプで

料理×音楽
MONTHLY PICKUP

8.28 SUN

Hideki Kurosawa
Birthday live
「52（Go To) second chapter」

〒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店長 石黒のおすすめディスク
ザ・ビートルズ「Get Back」

［ お問合せ ］留目大志個展 担当スタッフ　t.todome.2022@gmail.com

［ お問合せ ］まちの案内所 町田ツーリストギャラリー TEL 042-850-9311

［ お問合せ ］タワーレコード町田店 TEL 042-710-2161

皆様ご存知、The Beatlesの約8時間にも及ぶ、ドキュメンタリーがついに待望の映像
化！巨匠ピーター・ジャクソン監督によるこれまで我々が知っていた、後期(末期)ビー
トルズのイメージを良い意味で覆す貴重なドキュメンタリー映像。ここには純粋な音
楽を愛する4人(+α)の才能あるミュージシャンが"あの名曲たち"をいかにして作り
上げたかがしっかりと記録されています。ひ
とつ一つの言動、行動にワクワクさせてくれ
る貴重なシーンだらけ。特大ボリュームゆえ
にマニア向けの作品と思われがちですが、
ビートルズに少しでも興味があるなら絶対
楽しめるものすごい作品！全然長くない！と
思います。

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。
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まほろ座 MACHIDA  マンスリースケジュール

Monthly Wine  今月のおすすめワイン

ボーグル・ヴィンヤーズ
（白）
（カルフォルニア/シャルドネ/辛口）

特徴的なリンゴと洋梨のアロマ
とフレーバー。フレッシュな果実
味にスパイシーなバニラとナツ
メグのトーンを伴ったエレガント
な味わいです。

ブラハム ソナト（赤）
（南アフリカ/メルロー・カベルネソーヴィ
ニヨン・ピノタージュ/ミディアムボディ）

適度な渋みと柔らかく滑らかな
ボディ。決して力強すぎず飲むほ
どに味わい深くい上品なワイン
です。凝縮感と力強さもあり飲み
ごたえも抜群です。数種の品種が
ハーモニーを奏でているような
絶妙なブレンド感です。

グラス　 各￥900（税込）
デカンタ 各￥2,600（税込）

日付

会場

8/27（土）～29（月）
11：00～17：00※最終日16：00まで

町田パリオ 3F ギャラリー・パリオ

約10年ぶりに開催された養成講座には約20名
もの応募がありました。現在彼らが初めて企画立
案したツアーの参加者を募集中です。（参加無料）

パリオ応縁プログラム
中学2年生のアーティストによる初個展を開催！

14歳のアーティスト・留目大志による初個展を開催。

小学校3年生から描いてきた油彩を中心に、約30点の作

品をを展示します。今回は1700mm×600mmの大型油

絵作品にも挑戦。繊細さと大胆さを持ち合わせた、若き

アーティストによる個性豊かな作品たちを是非ご覧くだ

さい。

まちだ観光案内人養成講座 モニターツアー参加者募集！

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？

「まちだ割り」や「ご出演割り」などお得なプランもご用意しております。

お問い合わせ （担当 佐々木）

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

ホールレンタルプラン まほろ座の まほろ座の
カジュアル

Twitter Facebook Instagram

@mahoroza2015@mahoroza@mahoroza

LINKS 気になる公演情報やチケット購入はこちら

YouTube チャンネル

チャンネル登録お願いします！

イープラス

チケットのご購入はこちら

スタッフ募集のお知らせ

くわしくは
こちら

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の通り休業とさせていただきますので

何卒よろしく申し上げます。

8/15（月）～18（木）４日間
お休みさせていただきます。

休業期間中、お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、

何卒ご寛容くださいますようお願い申し上げます。

まほろ座 MACHIDA 夏季休業のお知らせ

https://machida-flat.com

ギターピック（２枚）＋
ピックパッチ

¥550

笑う店長Tシャツ
（M、L、XL）

¥4,000

歌う店長Tシャツ
（M、L、XL）

¥4,000

日時・条件・申込方法等は
「まちだふらっと」をご覧ください。

お買い求めはこちらから

https://mahoroza.thebase.in

完売につき
新色登場！！

ご応募はコチラから！

音響・照明が充実した会場でライブ配信しませんか。

まずはお気軽にご相談ください。（担当 佐々木）

ライブ配信
     サポートします！

入場
無料

ホール、バー、キッチン、受付など

ブッキング、制作デスク、デザイン関連（web、フライヤー、グッズなど）

ステージアシスタント、映像配信（カメラ、スイッチャー）など

音楽好き、町田好き必見！

店長の佐々木です！

まほろ座で一緒に働いてくれるスタッフを募集中！

一流アーティストのライブや人柄を間近で体感することができ、

お客様が日常を忘れて楽しめる空間を作るやりがいのある現場です。

小さなライブハウスですので、

部門や役職の垣根を越えて動くことも多々あります。

興味のある仕事があればどんどんチャレンジ可能！

アルバイト、業務委託、正社員など業務形態は応相談。

TEL
MAIL

042-732-3021
desk@mahoroza.jp

髪色
自由

週1日
OK！

町田駅
直結1分

❶レストラン部門

仕事内容

❷制作部門

❸ステージ部門



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。

08 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。

指定席

指定席+2オーダー以上

+1オーダー以上

二十五絃箏＆ハープ
中井智弥・堀米綾デュオライブ ～能の女たち～

【開場 / 開演】
12:45 / 13:45
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
¥2,500

8.20
SAT

中井智弥（箏・二十五絃箏）
堀米綾（ハープ）

二十五絃箏 / ハープ

8.5
FRI

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。

ご来店のお客様へご協力のお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

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。

 PICK
UP!

 PICK
UP!

配信
のみ

配信期間～8.26まで

配信期間～8.25まで

配信期間～8.21まで

指定席+1ドリンク以上

自由席+2オーダー以上

指定席+2オーダー以上

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.39

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥3,000

【開場 / 開演】
17：30 / 18：30
【会場料金】
¥4,000

まちだガールズ・クワイア

曾我泰久

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

次回

9.2

次回

9.228.25
THU

シャンソン

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime

 唄  ：日野美子 / 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

8.31
WED

NANIWA EXPRESSのギタリスト岩見
和彦の呼びかけにより実現した、まさ
に『真夏の夜の夢』！！スーパーグルー
プ！！ジャンルを超えた名曲を美しく、
切なく、激しく、熱く！！お届けします。

ダンスクラシックス

SNDBSummer Night Dream Band
Midsummer Adventure

Summer Night Dream Band
［ 髙橋祐子（Vo） / むらかみけいじゅ（Vo）
  岩見和彦（Gt） / 太田公一（key） / 小宮信人（Ba） 
  八木一美（Dr） / 安井希久子（Per） ］

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】¥4,000
【ライブ配信】¥2,000

8.14
SUN

鈴木康博
榊原大

ポップス

鈴木康博 LIVE 2022
～真夏のLOVE SONG II～

高校在学中に友人の小田和正らと
オフコースを結成し、1970年にシン
グル「群衆の中で」でデビュー。オリ
ジナルメンバーとして音楽史に大き
な足跡を残した鈴木康博がまほろ座
初出演！

数々のアーティストのステージサポー
トやアレンジワーク、楽曲提供等等幅
広い活躍をみせるピアニスト榊原大
とのスペシャルコラボレーション！

2015年夏　名古屋と東京のジャズ
クラブで行われた「真夏のLOVE 
SONG」なんと7年ぶりに町田で再
演！！50周年記念ライブでも絶賛さ
れた2人の久しぶりの共演をお楽し
みください。

二十五絃箏とハープの和洋弦楽器で
の音世界をたっぷり楽しむ中井智弥
（箏・二十五絃箏）と堀米綾（ハープ）の
デュオコンサート。
今回のテーマは「能」。中井智弥オリジ
ナル楽曲の中から能に登場する女性
に着目し「二人静」「楊貴妃」「黒塚」「葵
上」を厳選。喜び、悲しみ、狂気、執念な
どの女性主人公の感情を細かく表現
しながら優美かつ幽玄みのあるプロ
グラムをお届けします。この他「私のお
気に入り」「ダッタン人の踊り」などの
お馴染みアレンジ曲もお送りします。
クラシック・ジャズ・ポップスの分野で
も活躍し、それぞれ洋・和楽器との共
演を行なってきた実力派。息の合った
アンサンブルと楽曲の解説トーク、そ
して二人のおしゃべりが詰まった贅沢
なライブをお楽しみください。

8.23
TUE

エレキ / GS

指定席+1オーダー以上

8.6
SAT

指定席+2オーダー以上

竹内宏美（Vo,Pf）
長田進（Gt）

ポップス

「What's Next」

シンガーソングライター竹内宏美と、
ギタリスト長田進がお届けする夏の
夜のライブ。新たなレコーディングに
向けて動き出していることもあり、過
去の共演を経て新たに熟成し始めた
今の二人の音をお楽しみください。

【開場 / 開演】
13：30 / 14：00
【前売 / 当日】
¥6,000 / ¥6,500
【ライブ配信】
¥4,000

8.7
SUN

自由席+1ドリンク以上

配信期間～8.18まで指定席+2オーダー以上

ポップス

曾我泰久 弾き語りLIVE TOUR
～ 夏が来た！

恒例の「夏の弾き語りライヴツアー」
を今年も開催いたします。
夏ならではの曲を満載でお届けする
ライヴをお楽しみに！

遠藤征志（Pf） / 益子麻奈（Vo）
宅間善之（Vib） / 曽根一馬（Gt）
棚橋俊幸（Ba） / 中沢剛（Dr）

【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000

8.11
THU 祝

指定席+2オーダー以上

ジャズ / オリジナル

Kiss the Cats at まほろ座 MACHIDA

全曲オリジナル作品でまとめた、2nd 
アルバム『 Bless on the sky 』を7月
６日にリリース！ますますカラフルで
艶やかな音楽を描くKisstheCatsの
香り高い世界を堪能できます。

【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【会場料金】
¥4,800
【ライブ配信】
¥3,500

9.11
SUN

ロック

鈴木 茂・音楽研究所 Vol.5

自由席+1オーダー以上

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：
杉真理（Vo, Gt）
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）

【開場 / 開演】
〈1st〉13：00 / 14：00
〈2nd〉17：30 / 18：30
※2部入替制
【前売 / 当日】
¥6,500 / ¥7,000

8.31
WED

みんなで町田のまちの交通安全に意
識を向けよう！！
町田市は事故が多いまち？少ないま
ち？最近多い事故の特徴は？
「見えている」と「注意して見る」の違
いって？
落語を楽しみながら、ちょっとした意
識の差から事故に合わないポイント
を考えましょう。パネル展示や歩行者
シュミレーターの体験も！お気軽に参
加ください。

落語 / 交通安全講話

笑って学ぶ

交通安全の集い

【開場 / 開演】
10：30 / 11：00
1部 落語、安全講話
2部 座談会
【参加費】無料
【お申込】
8.1（月）9：00～
電話受付 15:00～

先着順入場飲食なし

会場 和光大学ポプリホール鶴川 
多目的室（町田市能ヶ谷1-2-1）
落語
立川晴の輔
交通安全講話
警視庁町田警察署

ながらスマホに赤信号！
危ない横断 いのちとり！
出会い頭は ゆっくりと！
笑顔が行き交う町田の街に

主催：
町田市、
警視庁町田警察署、
町田交通安全協会

協力：
一般財団法人町田市
文化・国際交流財団

制作：
株式会社中村経済
不動産研究所、
まほろ座 MACHIDA

共催：一般財団法人
町田市文化・国際交流財団

次回

10.14
フラメンコ・エン・マホローサ Vol.398.12

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】
¥2,500

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！
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。

バイレ：えんどうえこ
　　　 屋良有子 / 藤田有香
カンテ：廣重有加
ギター：高橋秀男

指定席

次回

10.158.13
SAT

指定席+1ドリンク以上

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

【開場 / 開演】
15：30 / 16：00
【前売 / 当日】
¥7,000 / ¥7,500

ビートルズトリビュート

レボキューがやってくる！Vol.42

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。

島 英二 ＆ 
Coconut Men's Club
［ 島英二（Gt, Vo） / 浅尾俊明（S.Gt, Vo）
  千葉浩（Gt, Vo） / 上原修（Ba, Vo）
  安藤公樹（Key, Vo） / 阿久井喜一郎（Dr） ］

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。

島 英二 ＆
Coconut Men's Club

配信期間～9.1まで

8.26
FRI

AOR

指定席+2オーダー以上

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥5,000
【ライブ配信】
¥2,500

The Soup
［ 新川博 (Pf) / 市川祥治 (Gt)
  根岸孝旨 (Ba) / 林一樹 (Dr)
  井手麻理子 (Vo) / 中田桃花 (Vo) ］

90年代からの洗練されたAORサウ
ンドをツイン女性ヴォーカルが華麗
に歌い上げます。どうぞお楽しみくだ
さい。

The Soup
Music Produced by 6 soup stock enthusiasts

 PICK
UP!

 PICK
UP!

配信期間～9.3まで

配信期間～当日23：59まで

8.28
SUN

ポップス

指定席+1ドリンク以上

【開場 / 開演】
16：30 / 17：30
【前売 / 当日】
¥5,200 / ¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

黒沢秀樹
長田進（Gt）
冨田謙（Key）
岡井大二（Dr）
田中貴（Ba）

L⇔Rのメンバーとしてのデビューか
ら30周年を機に、昨年開催したホー
ルでのソロライブ「BEST OF Hideki 
Kurosawa THE FIRST 30 YEARS」。
コロナをはじめとする激動の状況の
中、クラウドファンディングやライブ
配信で届けられた気持ちをもって、今
年もファンと一緒に新しいページに
ストーリーを刻んでいきます。今年の
バースデーライブはこの日だけのス
ペシャルなバンドメンバーとして、黒
沢秀樹のミュージシャンとしてのス
タートを手がけた岡井大二氏（四人
囃子）が参加。52才の誕生日、黒沢秀
樹の第2章へと続くライブをお見逃
しなく！

Hideki Kurosawa Birthday live
「52（Go To) second chapter」

SOLD
OUT！

SOLD
OUT！

10.30
SUN

いく時代かがありまして
加藤登紀子 まほろ座7周年記念特別公演

加藤登紀子

配信期間～11.5まで自由席食事なし

【開場 / 開演】
〈1st〉13：30 / 14：00
〈2nd〉16：30 / 17：00
※2部入替制
【会場料金】
¥9,000
※1ドリンク込み

ポップス

2022年秋、登紀子さんの3回目のコ
ンサートを
まほろ座にお招きすることが出来ま
すこと心より感謝申し上げます。

登紀子さんにはお会いするたびに 
内からあふれるパワーが常にアップ
デートされて
不動明王のごとく強く厳しい中に
包みこむような優しさを感じます。

『江の川挽歌』の中に、命を運ぶその
日々を 見守り流れるとあります。
あふれる命の鼓動を聴く 悠揚湛える
とは、登紀子さんそのものです。

2022年「エターナル～時を超えるも
の～」をテーマに
揺れ動く時代の中で命が求め続けて
きたもの、命の輝きを伝える
登紀子さんの歌とお話を皆様と共に
心に刻みたいと思います。　

町田で登紀子さんとお会いする日を
楽しみにしている方々と
世界の平和を祈り、スタッフ一同、
お待ちしております。

まほろ座 ＭＡＣＨＩＤＡ
座長 中村 惠　スタッフ一同

ライブ配信
チケット販売中！

ぜひお楽しみください！

ライブ配信
チケット販売中！

ぜひお楽しみください！

共催：一般財団法人
町田市文化・国際交流財団

協力：一般社団法人町田市
観光コンベンション協会／
Music Cafe 光琳／
マ・シャンブル／
NPO法人町田演劇鑑賞会／
町田パリオ／
まちだはまちだプロジェクト

配信期間～8.27まで

8.21
SUN

ロック

【配信時間】
10：00～
【配信チケット】
¥3,000

晃（Vo, Gt）
サリー佐藤（Ba） / RIKA（Pf）
安藤公樹（Per） / 中川喜博（Dr）
5月14日に行われたバースデーライ
ブの模様をオンデマンド配信いたし
ます。懐かしのフィンガー5ナンバー
をはじめ、様々な曲で送るステージ！
期間中何度でもご覧頂けます！

晃 61st Birthday Live
5.14公演収録配信

ライブ配信
チケット販売中！

ぜひお楽しみください！


