
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 （15：00～19：00）

※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。01

イベントによって公演形態が異なります。
アイコンをよく見てお申し込みください。

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。

公演形態の種類

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
※客席数50%程度での営業

咳エチケット、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。
※感染の疑いがある場合は入場をお断りすることがあります。

そのほか詳細はwebをご確認ください。
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。

MAHOROZA MACHIDA Monthly Schedule

旧年中は格別のご愛顧を賜りありがとうございました。

今まで通りとはいかない日々の中で
テイクアウトやグッズ通販、そしてライブ配信など
新たな挑戦に試行錯誤しながら挑んでいく日々を

皆様の温かいご支援のおかげで乗り越え、新たな年を迎えることができました。
心より感謝申し上げます。

本年も一層安心して楽しんでいただけるサービスを皆様にお届けできるよう
おもてなしの心を忘れないように頑張ってまいります。

本年もよろしくお願い申し上げます。

まほろ座 MACHIDA　スタッフ一同

謹 賀 新 年

 PICK
UP!

 PICK
UP!

1.8
FRI

Yoko＊（Vo） / ISSY（Gu）
オオタコウイチ（Key）
服部源（Ba） / 西村真哉（Dr）
Yuko Takahashi（Cho）

ポップス

シンガーソングライターYoko＊がまほろ
座初登場！愛情たっぷりな2021年最初の
音時間を届けます！大好きな鹿児島県を
拠点に活動するYoko＊が、この日は町
田から世界中へ『音時間』を発信！

Yoko＊ LIVE
『CHOOSE HAPPINESS＠まほろ座』 1.19

TUE

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
¥2,800

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

唄：林美喜
　 井上千鶴 / 優姫
演奏：日野香織（Pf）

シャンソン

シャンソンを中心とした歌の数々、楽
しいお喋り、美味しいお酒。幸せにな
れるライブショーをまほろ座のステー
ジより元気にお届けします。今回も会
場限定入場とライブ配信でお送りい
たします。

林美喜が紡ぐ
～シャンソン・ド・ボヌール～

指定席 / +2オーダー指定席 / +2オーダー

1.21
THU

【開場 / 開演】
19：00 / 19：30
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
※4歳～小学生
¥2,000 / ¥2,500
【ライブ配信】
¥3,000

sourcesポップス

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。   

sources New Year LIVE 2021

自由席 / +1ドリンク

1.30
SAT

【開場 / 開演】
12：30 / 13：30
【会場料金】
¥4,110（良いトイレ）

佐藤満春
（どきどきキャンプ、サトミツ＆ザ・トイレッツ）

山田稔明
（GOMES THE HITMAN、サトミツ＆ザ・トイレッツ）

伊藤俊吾
（キンモクセイ、サトミツ＆ザ・トイレッツ）

佐々木良
（キンモクセイ、サトミツ＆ザ・トイレッツ）

伊藤健太
（サトミツ＆ザ・トイレッツ、ex-ゲントウキ）

森信行
（サトミツ＆ザ・トイレッツ、ex-くるり）

トーク&ライブ

町田出身のお笑い芸人"サトミツ"こと
佐藤満春（どきどきキャンプ）が地元
に要人を招いて繰り広げる大層な雑
談。2019年の記念すべき初回ゲスト
はザ・トイレッツ！2020年の第2回も
ザ・トイレッツ、そして2021年はやは
りザ・トイレッツ！！

毎年１月に聖地CHICKEN GEORGEでの連夜イベン
ト『長江健次Cafe』も遂に8年目となりました！！
2021年は神戸CHICKEN GEORGEで5日間、東京町田
まほろ座で5日間というスケジュールで開催決定。
全日程すべて違う出演者、すべて違うセットリスト、
一度しか見られない、二度と聴けないLIVEを毎日お
届けします。こんな時だからこそ開催したいという
気持ちでしっかり準備中です。

〈長江健次〉

とびだせ！第3回サトミツサミット！
～新春トイレッツ放談～1.10

SUN 昼・夜

【開場 / 開演】
〈昼〉13：00 / 14：00
〈夜〉17：00 / 18：00
【会場料金】
¥6,000
【ライブ配信】
￥2,000

鈴木茂（Vo,Gt）

【Guest】
伊藤俊吾（Vo/キンモクセイ）
【Produce】手使海ユトロ

ロック

出演公演は毎回完売必須の鈴木茂
がゲストを交えてお互いの音楽の
ルーツを探る音楽研究所。
はっぴいえんど、ハックルバックから
自身の活動まで、鈴木茂が自らの歴史
やルーツを話すここでしか聞けない
貴重な公演。
ゲストに迎えるのは2018年に復活し
たキンモクセイのボーカルでありシ
ンガーソングライターの伊藤俊吾。世
代を超えたふたりが互いの音楽に対
する想いを語り合います。ライブ配信も
開催。どうぞお見逃しなく！

鈴木茂・音楽研究所

指定席 / +1オーダー

1.23
SAT

【開場 / 開演】
16：30 / 17：00
【会場料金】
¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

長江健次（Vo）
長江健次 BAND
［ 久保田洋司（Gt） / Nao（Gt）
  太田公一（key） / 根岸和寿（Ba）
  吉川弾（Dr） / 久保田響（Key） ］

ポップス 

ポップンロールのメロディ・メー
カー、コンポーザーとして活躍の杉真
理と様々なセッションやレコーディン
グに参加しているサックス奏者の宮
崎隆睦がゲストに登場！

DAY 1
ゲスト：杉真理 / 宮崎隆睦

指定席 / +1ドリンク

1.31
SUN

※詳細未定
※無観客配信

Swish!ポップス

Swish!(ex SunSet Swish)が2021年ま
ほろ座に帰ってくる！
2019年12月に完売御礼で幕を閉じ
たあの公演から約１年、マルチアン
グルによる無観客ライブ配信を行い
ます！詳細は後日webにて発表。

Swish!1.11
MON 祝

【開場 / 開演】
12：30 / 13：30
【前売 / 当日】
¥3,500 / ¥3,800
【ライブ配信】
¥2,500

中井智弥（二十五絃箏）弦楽器 / 二十五絃筝 

世界に2つと無い日本の伝統楽器
“箏”が多絃になった「二十五絃箏」。
その第一人者の中井智弥。昨今はこ
れまでになかった和楽器でジャズの
名曲達をたった一人で奏でたり、伝
統を守りながらも新しい音楽を創造
し続けています。2021年の幕開け。挑
戦し続ける中井智弥が希望の光を絃
にのせて皆様にお届けします。

また、スペシャル企画として富士山写
真家・山本耕作の作品を映像で映し
出し、演奏と共に富士山の世界も堪
能いただきます。まほろ座の新春料
理と共に2021年を寿ぎ、多絃の響き
と余韻をお楽しみください。

3Fギャラリー・パリオにて
中井智弥×山本耕作の富士山作品
がコラボした個展開催中！
詳しくは裏面へ

中井智弥 新春 スペシャルコンサート
二十五絃箏で奏でる Horizon～夜明け～

指定席 / +1オーダー

1.24
SUN

【開場 / 開演】
16：30 / 17：00
【会場料金】
¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

長江健次（Vo）
長江健次 BAND
［ 久保田洋司（Gt） / Nao（Gt） / 太田公一（key）
  根岸和寿（Ba） / 吉川弾（Dr） / 久保田響（Key） ］

ポップス 

あの三人がついにまほろ座に登場！
欽ドン！で大ブレークしたイモ欽トリ
オがハイスクールララバイを筆頭に
大人気曲や軽快なトークを存分にお
届けします。どうぞお見逃しなく！

DAY 2
ゲスト：イモ欽トリオ
（山口良一 / 長江健次 / 西山浩司）

指定席 / +1ドリンク

1.25
MON

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

長江健次（Vo）
長江健次 BAND
［ 久保田洋司（Gt） / Nao（Gt）
  太田公一（key） / 根岸和寿（Ba）
  吉川弾（Dr） / 久保田響（Key） ］

ポップス 

時に甘く切ないまっすぐ澄んだ歌声
を独自の表現で響かせるシンガーソ
ングライター井上昌己が長江健次と
共演。二人の歌声がどのように重なり
合い奏でられるのか、乞うご期待。

DAY 3
ゲスト：井上昌己

指定席 / +2オーダー

1.13
WED

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥3,000
【ライブ配信】
¥1,000
¥2,000（チェキ付き）

まちだガールズ・クワイアガールズポップ

5年前のまほろ座のオープンと時期を
同じくして誕生し、毎月出演しながら共
に成長してきたまちだガールズ・クワ
イアの定期公演。前半は好評レギュ
ラーラジオの公開録音、後半は三部
編成のハーモニーが際立つライブを
たっぷりとお届け！毎月第二水曜日開
催！※内容変更あり

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.20

指定席 / +1オーダー

1.26
TUE

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

長江健次（Vo）
長江健次 BAND
［ 久保田洋司（Gt） / Nao（Gt）
  太田公一（key） / 根岸和寿（Ba）
  吉川弾（Dr） / 久保田響（Key） ］

ポップス 

1990年代に一世を風靡したガール
ポップの代表的アーティスト、大ヒッ
ト曲『男』でもおなじみ久宝留理子が
登場。歌はもちろん、長江健次のトー
クで引出される彼女の魅力とは！？

DAY 4
ゲスト：久宝留理子

DAY 5
ゲスト：伊藤銀次、井上昌己、久宝留理子

指定席 / +2オーダー

1.14
THU

【開演】
17:00
【ライブ配信】
¥3,000

島英二＆Knot 4 Sail+ 
［ 島英二（Gt,Vo） / 浅尾俊明（S.Gt,Vo）
  千葉浩（Gt,Vo） / 寄本慎司（Ba,Vo）
  上原修（key,Vo） ］
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を
中心とした、ボーカルを強調したアコー
スティックユニット。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が毎回大好評！  

島英二＆Knot 4 Sail+
（ノット・フォー・セール・プラス）

1.27
WED

【開演】
16：00 
【ライブ配信】
¥3,000

長江健次（Vo）
長江健次 BAND
［ 久保田洋司（Gt） / Nao（Gt）
  太田公一（key） / 根岸和寿（Ba）
  吉川弾（Dr） / 久保田響（Key） ］

ポップス 

※1/25,1/26,1/27のゲスト
を1日にまとめた豪華な配
信となっております。

1.17
SUN

【開場 / 開演】
16：30 / 17：30
【前売 / 当日】
¥3,800 / ¥4,000
【ライブ配信】
¥2,500

本間貴士（二十五絃箏）
多田彩子（二十五絃箏・薩摩琵琶）
柳原聡美（Fl） / 花柳琴臣（舞踊）

和楽器 / 舞踊

令和元年8月6日広島にて音と舞を捧
げる四人が灯-KAGARI-を結成。寺や
世界遺産、国立劇場など様々な場所
で演奏。平和への想い。自然への感
謝。神仏へ寄せる心…。2021年の幕
開けにまほろ座に登場します。

町田発！にっぽん発信プロジェクト第8奏
心に灯を 灯-KAGARI- ライブ 初春月之調

指定席 / +1オーダー

1.28
THU

【開場 / 開演】
16：30 / 17：30
【料金（web / 電話）】
¥3,800 / ¥4,000

唄：日野美子 / 園まなみ
　 田篠麻衣子 / 太田りこ
演奏：原英彦（Pf）
　　 並木健司（Gt）

シャンソン

まほろ座で毎月木曜日に開催中の
『まほろ座シャンソニエ』
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。

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime

自由席 / +1オーダー

指定席 / +1オーダー

長江健次Cafe 2021
Vol.8（町田編）

協力：
町田パリオ／
まちだはまちだ
プロジェクト
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SOLD
OUT！

撮影：山本耕作

ポップス

公演
延期

公演
延期

内容
変更

時間
変更

時間
変更

時間
変更

時間
変更

無観
客配
信

内容
変更

公演
中止

公演
中止

公演
中止


