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

Twitter

Facebook

Instagram

@mahoroza

@mahoroza

@mahoroza2015

TEL 042-710-2161

気になる公演情報をいち早くお届けします。

の楽曲は今聴いてもワクワクさせてくれますし、
シティポップ
の観点からも重要曲が多数！ナイアガラファンの方はもちろ
ん若い音楽ファンにも是非聞いて頂きたい作品です！さらに
ボーナスディスクとして大滝さん自ら制作したスペシャル・ラ
ジオプログラム
「スピーチ・バルーン 1982」
を完全収録。
アナ
ログ盤、
限定BOXセットもあります！

えり䘿こば
AVANT‐GARDE
Vol.1

5.3 TUE

祝

MONTHLY PICKUP

料 理× 音 楽

今月のオススメは音楽界のレジェンド、
大瀧詠一さんが1982
年 に 自 身 の ナイアガ ラ レ ー ベ ル か ら 発 表 さ れ た 名 盤
『NIAGARA TRIANGLE Vol.2』
の発売40周年を記念してリ
リースされた逸品！大瀧さん、
佐野元春さん、
杉真理さんの素
晴らしいシンガーソングライターの作品から構成される珠玉

ナイアガラ トライアングル
「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 40th Anniversary Edition」
タワーレコード町田店店長 石黒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

TEL 042-850-9311

12年に一度の武相寅年薬師御開扉を
記念して、その霊場の一つ・薬師堂の
お隣であり、町田市を代表する公園で
ある薬師池をデザインした御朱印帳
をつくりました。表紙には、薬師池のた
いこ橋や四季折々で咲くお花を描き、
薬師池で見られる鯉や亀、薬師堂の大
銀杏と椿の選べる特製バンド付き。市
内の老舗・新星舎印刷所による手づく
りの温もりある御朱印帳です。ツーリ
ストギャラリーや薬師堂にて販売して
います。1冊3,000円（税込）

町田薬師池公園四季彩の杜オリジナル御朱印帳 新発売！
町田パリオ管理事務所

TEL 042-725-3710（月〜土 10：00〜18：00）

くわしくは
こちら

〈料

金〉入場無料

付〉5/24
（火）〜30（月）
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
〈日

を感じるままにお楽しみください。
で描きます。大石正巳の独特の色彩世界・抽象表現
色・形・線を追い、100号以上の画布に自由な表現

05

抽象絵画展「感じるままに」を開催。頭を空にして、
町田市にアトリエを構える画家・大石正巳による

2022

5月はダイナミックな抽象絵画展！
町田で楽しめるアート展
パリコレッ！ギャラリー vol.21

߹߶ࠈᐳ/#%*+&#ࡑࡦࠬࠬࠤࠫࡘ࡞

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

à la carte

STAGE

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

海老とじゃがいもの
ブルゴーニュバター焼き

ᧄ↰੫×ࡏࠦ⦟ᧁޘቯ !!

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
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」
します。2名以上のお客様はお席が離れ
誰もがスターであるという意味を持つ
る場合がございます。※レイアウトは公
「BE MY STAR」。
演によって異なります。
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。

ジャンル

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

¥950（税込）
フランスブルゴーニュの郷土料理、
パセ
リとニンニクを混ぜ込んだ風味豊かな
バターで香ばしく焼き上げた一品。
ビー
ルやワインのお供にオススメです！

この度、佐々木良店長就任を記念して
グッズ販売が決定いたしました。
商品のデザインは、
2020年にまほろ座 MACHIDA ONLINE SHOP
をオープンした際、私たちの想いを
とびきり素敵にデザインしてくださった
町田在住のイラストレーター 本田亮さん。

TAKEOUT
自家製パウンドケーキ
¥300（税込）
大好評の自家製パウンドケーキ。お持
ち帰り販売も行なっております。お仕
事帰りのホッと一息のお供にお召し上
がりください。季節限定のお味もお楽
しみに！
（写真はキャラメルアップル）

そして、町田のまちの皆様と一緒に作る
店長企画のイベントも計画中です！
グッズの発売日もイベントも６月を予定しております！
正式な日程が決まり次第お知らせしますので、
どうぞお楽しみに☆

ミュスカデ・セーブル・エ・メーヌ
シュル・リー
（白）

あっという間のようで、
まほろ座 MACHIDAはオープンして
6年半の月日を重ねました。
先人達が礎を作ってくれたここ町田で、
次世代の我々がちょっぴり大人になっての再会や、
社会と関わる中で新たに出会い交流を。
我々が思い描く町田のまちの
HUBとなれればと思います。

（フランス/ミュスカデ）
平均樹齢45年のブドウを使用。
濃厚な凝縮感と、黄色い果実やハチミツ
の様なコク。

ザ シカダ（赤）
（ローヌ/グルナッシュ主体）
ローヌ全域で最も日照量に恵まれた
テロワールと古木を尊重し
伝統的手法の超熟型赤ワイン。

熱い思いは無限大∞
今後のまほろ座 MACHIDAにご期待ください。

グラス 各¥900（税込）
デカンタ 各¥2,600（税込）

本田亮さんウェブサイトはこちら
https://www.ryohonda.com/

ࠞࠫࡘࠕ࡞
〒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

料 理× 音 楽
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www.mahoroza.jp

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？

ぜひお買い求め下さい！

「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。



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

お問い合わせ（担当 佐々木）

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。

MAIL ticket@mahoroza.jp

TEL 042-732-3021

05 MAHOROZA MACHIDA Monthly Schedule
5.2
MON

ポピュラーミュージック

PICK
UP!

5.3

自由席

【開場 / 開演】
〈昼〉
12：30 / 13：30
〈夜〉17：00 / 18：00
※2部入替制
【前売 / 当日】
¥17,000 / ¥18,000
特別料理＆
プレゼント付き
特製料理付

配信期間〜5.8まで
PICK
UP!

えり䘿こば AVANT‐GARDE Vol.1

TUE 祝
ジャズ / シャンソン
タンゴ / オリジナル
【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
※食事提供なし

+1ドリンク付

5.4・5

WED 祝 THU 祝
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

SUN

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〉
自由席

+1ドリンク以上
PICK
UP!

+2オーダー以上

5.21

キンぱれ vol.15
〜落語と絵描きで何するの?〜

SAT

プリットポップ

キン・シオタニ（絵描き）
立川晴の輔（落語家）

FRI

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

+2オーダー以上

5.22
SUN

クラシック / タンゴ

+2オーダー以上

5.7
SAT

ジャズ / オリジナル

+1オーダー以上

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！

Kiss the Cats
at まほろ座 MACHIDA
Kiss the Cats

［ 遠藤征志
（Pf）
/ 益子麻奈
（Vo）
【開場 / 開演】
宅間善之
（Vib）/ 曽根一馬
（Gt）
17：00 / 18：00
棚橋俊幸
（Ba）/ 中沢剛
（Dr）］
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000
リーダーの遠藤征志を中心に結成。実力
派メンバー達の洗練された軽快なサウ
ンドが魅力。独自のアレンジと演奏で、
ハートウォーミングな色に染めている。

+2オーダー以上
PICK
UP!

5.8

〈イーハトーブの夜会・第7夜〉

+1ドリンク以上

指定席

5.26
THU

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

Neo Primary Quartet

指定席

配信期間〜5.22まで

指定席

6.4

和太鼓・音阿弥ライブ

スリービックリーズ

和太鼓

音阿弥

SAT

指定席

［ 西片翠敬 / 古立ケンジ / 江上瑠羽］
【開場 / 開演】
〈昼〉12：30 / 13：30 近藤玲未 / 高木啓輔
〈夜〉17：00 / 18：00 田中杏平 / 原田ともこ
西片翠敬をリーダーに古立ケンジ・
【一般 / 会員】
¥4,000 / ¥3,500 江上瑠羽の3名からなる和太鼓ユ
ニットが初登場。重厚な音圧から軽
快なリズムまで多彩なパフォーマン
スをお楽しみに！

+2オーダー以上

配信期間〜5.26まで

6.10

持ち曲全曲演奏！
俺たちのリハビリーナイト

FRI

6.11
SAT

souichi

+2オーダー以上

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。

次回

6.23

6.18

島 英二 ＆ Knot 4 Sail
［ 島英二
（Gt, Vo）/ 浅尾俊明
（S.Gt, Vo）
千葉浩
（Gt, Vo）/ 上原修
（Ba, Vo）］

ザ・ワイルドワンズの島英二が率いる
アコースティックユニット。千葉浩の
ボーカルを中心に、全員がコーラス
でサポートし、楽器の持ち替えなどバ
ラエティに富んだステージは必見。
配信期間〜5.29まで

ENTS 2022〜inspiration4〜

指定席

配信期間〜6.17まで

レボキューがやってくる！Vol.41

SAT

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
TULIPのドラマー上田雅利と日本の
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000 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。

+2オーダー以上

自由席

配信期間〜6.16まで

souichi band
【開場 / 開演】
［ 久次伶音
（Gt）/ 日高真夢
（Ba）
18:00 / 19:00
長野祐亮
（Dr）/ 岩本義雄
（Sax）
【前売 / 当日】
田中俊光（Key）］
¥4,500 / ¥5,200
3年越しのNewsingle『ALIVE』を4/2
【ライブ配信】
に発売！3年ぶりのLIVEを開催しま
¥2,500
す！！復 活 のステージ は s o u i c h i の
birthdayLIVE！初のLIVE配信も有！

指定席

唄 ：平野りり子 / 園まなみ
井上京子 / 金子なつみ
演奏：原英彦（Pf）
並木健司（Gt）

指定席

souichi LIVE 2022
『ALIVE is LOVE』

ロック / ポップス

トリオ・リベルタ

指定席

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。

+2オーダー以上

TRIO LIBERTAD LIVE
at まほろ座 MACHIDA

次回

8.12

バイレ：中尾真澄 / JURINA
川田久美子
カンテ：遠藤郷子
ギター：高橋秀男

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
¥2,500

指定席

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime

指定席

フラメンコ・エン・マホローサ Vol.38

フラメンコ

サトミツ＆ザ・トイレッツ

エレキ / GS

指定席
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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

ENTS

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、

［ 丹羽悦子
（Gt）/ 西本明
（Pf,Key）
【開場 / 開演】
瀧本季延
（Dr,Per）/ 本田達也
（Ba）］
15：00 / 16：00
【前売 / 当日】
¥4,200 / ¥4,500
2018年に[Oriental Hybrid Guitar
小学生〜高校生
¥2,500
Quartet]として初公演を行ってから
約3年ぶりとなる今[ENTS]としての新
たなるサウンドをお楽しみください。

+1オーダー以上

数々のセッションを経験してきたベ
テランミュージシャン達とのコラボ
レーション。素晴らしい夜になる予感
しかしません＜佐藤誠＞

2オーダー以上

配信期間〜5.21まで

FRI

フュージョン

島健（Pf）/ 岡沢章（Ba）
渡嘉敷祐一（Dr）/ 佐藤誠（Gt）
【Guest Vocal】
貴
天道清隆

【開場 / 開演】
18：00 /19：00
【前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500

スリービックリーズ Live in まほろ座

指定席

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

TUE

OMM

島 英二 ＆ Knot 4 Sail
（ノット・フォー・セール）

5.28

Early Summer session 2022

ジャズ

5.27
【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【会場料金】
¥4,800
【ライブ配信】
¥3,500

自由席

5.31

OMM ライブ 2022
〜NA & CAR .CO〜

SAT

［ 小林優香
（FL）/ 山浦文友香
（Harp）
【開場 / 開演】
笹原まり
（Vn）/ 下山田珠実
（Vc）］
17：30 / 18：30
【Produce】
手使海ユトロ
【前売 / 当日】
と
¥4,500 / ¥5,000 新しいカルテットが誕生しました。
てもロマンティック、エレガント、
ヴィ
ヴィッド、そして少しエキゾティック。
都会の大人のサウンドです。お馴染み
の名曲やオリジナル曲を演奏します。

+2オーダー以上

6.3

+2オーダー以上

指定席

SUN

室内楽４重奏

次回

+2オーダー以上

指定席

1970年、9歳でレコードデビュー。
1973年、12歳でフィンガー5のメイ
ンボーカルとなったあの晃（アキラ）
が今年もやってくる！まほろ座特製の
お料理と共にお楽しみください。

自由席

大澤誉志幸

【開場 / 開演】
大澤誉志幸40周年記念作品
17：00 /18：00
"Yoshiyuki Ohsawa 40th Anniversary
【前売 / 当日】
" をリリースし、
¥6,000 / ¥6,500 「NAKED - 裸の肖像」
ますますノリに乗ってる大澤誉志幸
※食事提供なし
が、
まほろ座MACHIDAに、2022年
初登場！！
2022年 東京初LIVE♪を是非！！

［ 石田泰尚（Vn / 神奈川フィル・ソロ・コンサートマスター）
【開場 / 開演】
中岡太志（Pf,Vo）
〈1st〉12：30 / 13：30
松原孝政（Sax）］
〈2nd〉17：00 / 18：00
2年2ヶ月ぶり、待望のライブ公演！ク
【会場料金】
ラシックからジャズ、
ピアソラまで網
¥6,000
※まほろ座取扱いなし 羅する話題のトリオ！あらゆるジャン
詳細はWEBにて
ルの音楽をオリジナル・アレンジでお
送りします。

指定席

まちだガールズ・クワイア

晃（Vo, Gt）
サリー佐藤（Ba）/ RIKA（Pf）
村上孝則
（Per）/ 中川喜博
（Dr）

［ 佐藤満春（どきどきキャンプ）
【開場 / 開演】
山田稔明（GOMES THE HITMAN）
13:00 / 14:00
伊藤俊吾（キンモクセイ）/ 佐々木良（キンモクセイ）
【前売 / 当日】
伊藤健太（ex-ゲントウキ）/ 森信行（ex-くるり）］
¥4,500 / ¥5,000
コロナ禍で活動激減。このままでは
自他共に忘れ去られてしまう。持ち
曲を全曲片っ端から演奏し、もう一
度トイレッツのことを思い出そう！
※2/25振替公演

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♪

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.36

SUN

［ Vanilla / Cherry / Habu ］
【開場 / 開演】
18:00 / 19:00
3B BAND MEMBER
［ 鈴木賢（Key）/ 山名重徳（Gt）
【前売 / 当日】
吉池千秋（Ba）/ 清水淳（Dr）/ 阿部剛（Sax）］
¥5,500 / ¥6,000
2022年、結成25周年を迎える ス
【ライブ配信】
リービックリーズ が町田まほろ座に
¥2,500
帰ってきます！懐かしのディスコサウ
ンドの数々で今夜もフィーバー♪

配信期間〜5.9まで

大澤誉志幸 SASURAI TOUR 2022 !!
続・サスライツアー「情け無用のギターマン」
！！

ポップス / ロック

FRI

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。
企画・制作：
イラストレーターのキン・シオタニの
まほろ座MACHIDA
立川晴
まち・ふるプロジェクト ドローイングパフォーマンス、
の輔の落語もあります。
ツキノニジ

5.6

5.20

ソウル / ディスコ

ペン一本と座布団一枚。それさえあ
【前売 / 当日】
¥5,500 / ¥6,000 れば、
どこでもいって芸を披露。違う
入場者全員に
世 界 の 似 てる 二 人 が コ ラ ボ する
オリジナルグッズプレゼント 「1+1＝∞」的コラボライブ。
※食事提供なし

+1ドリンク以上

5.29

晃 61st Birthday Live

［ 高橋茉奈（Vo,Gt）/ バカボン鬼塚（Vo,Gt）
【開場 / 開演】
村上雄信（Gt）］
16:30 / 17:00
白井雄介（Ba）/ 園畑貴之（Key）
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500 田井千里（Dr）
お久しぶりのOMMライブ＆co.
【ライブ配信】
今回は是非音を楽しんで頂きたい！
¥3,000
＆co.バンドメンバーも豪華ですよ＆
co.フルバンドなんですよ＆co.
※3/6振替公演

5月5日
（木祝）
〈昼〉13：00 / 13：45
〈夜〉17：00 / 17：45
※2部入替制

協力：
町田パリオ
まちだはまちだプロジェクト

5.15
ポップス

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

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

ロック

キンモクセイ

［ 伊藤俊吾
（Vo）/ 佐々木良
（Gt）
【開場 / 開演】
後藤秀人
（Gt）/ 白井雄介
（Ba）
〈1st〉13：30 / 14：00
張替智広
（Dr）］
〈2nd〉17：30 / 18：00
【Guest】
小貫早智子（Stefanie, HALIFANIE）
【前売 / 当日】
¥5,500 / ¥6,000 キンモクセイのドラマー、昭和51年
※食事提供なし
生まれの伊達男、張替智広の生誕イ
ベント。46歳はダンディに、七・三分
【ライブ配信】
¥2,500
けでお会いしましょう。
+1ドリンク以上

5.14

キンモクセイ presents
張替智広 生誕祭 46歳を祝う会（ダンディー編）

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

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。

ࠗࡉ㈩ାࠨࡐ࠻ߒ߹ߔ㧋
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）

※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。

