
ぜひお買い求め下さい！

まほろ座 MACHIDA オンラインショプでは
イラストレーター 本田亮さん描き下ろしの
オリジナルグッズなど盛りだくさん！
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料理×音楽
MONTHLY PICKUP

7.16 SAT

キン・シオタニ
presents
「町田半島案内」

〒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
山下達郎「SOFTLY」

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

［ 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 ］NPO法人 町田演劇鑑賞会 TEL 042-726-9325

［ お問合せ ］タワーレコード町田店 TEL 042-710-2161

今月のオススメはこれしかないです！タツローさん
11年ぶりのオリジナルアルバム(泣)!!近年のシティ
ポップ再燃も遡れば全てタツローさんに行きつくは
ず。ここで真打の新作です。上質なメロディーにグ
ルーヴ、そして伸びやかな歌声。やっぱりこれなんで
す。初回盤には貴重なアコースティックライブの音
源も収録。最近CD買わなくなった、、なんて方もい
らっしゃるかもですが、このアルバムだけはCDで一
生大切に持って、聴き続けて頂きたいです！

出演：河原崎國太郎、嵐芳三郎、藤川矢之輔ほか
幽霊といえばお岩様。鶴屋南北の最高傑作です。
戸板返しなど歌舞伎ならではのカラクリも見所！

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

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

エヴォリューション
スパークリング
（アメリカ/シャルドネ・ホワイトリースリン

グ・他/辛口）

白桃と柑橘のヒントを伴ったア
プリコット、グリーンアップル、洋
ナシのアロマ。軽く硝煙香を伴っ
た瓶内第二次醗酵からくる微か
にクリーミーな口当たり。様々な
お料理によく合い心躍るような
新体験の味わいが楽しめる爽や
かでクリーンなフィニッシュのス
パークリング・ワイン。

ジャズ ナトゥーレ
レセルバ カヴァ
（スペイン/チャレッロ・マカベオ・他/辛口）

現代カヴァのトップワイナリー
15ヶ月以上の瓶熟成ブリュッ
ト・ナチュール泡が踊り、音が香り
放ちます。音楽と美味しさが調和
する新しい世界をお楽しみくだ
さい。

グラス 各¥950（税込）
ボトル 各¥5,500（税込）

日付

会場

7/24（日）～31（日）11：00～18：00  ※最終日17：00まで

町田パリオ 3F ギャラリー・パリオ

日付
会場

7/31（日）7：00～8：00（雨天中止）
町田薬師池公園 四季彩の杜 薬師池
 (町田市野津田町3270)

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止になる場合がございます。

日付
会場

info@machida-enkan.jp
http://www.machida-enkan.jp

instagram
Facebook

MAIL
H　P

machida_enkan
@machidaenkan

7/22（金）18時開演 / 7/23（土）13時開演
川崎市麻生市民館（新百合ヶ丘駅）

会員制の鑑賞会です。いつでもどなたでも入会できます。
今後の例会作品はホームページをご覧ください。

町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池 にて夏の早朝
に咲く優雅なハスを鑑賞する「観蓮会」を開催しま
す。新型コロナウィルス感染予防対策を実施しなが
ら、荷葉酒・荷葉茶でおもてなしします。

町田の〈こころのふるさと〉をコラージュで再現！

相模原市在住のアーティスト・菅野春佳による個展を開催。

会期中は町田市にスポットを当てた「こころのふるさと」が

テーマ。絵本とコラボしたワークショップにて来場者と作

品を制作します。ふるさとの魅力を再発見できる、心安らげ

る場をお楽しみください。

町田で楽しめるアート展
パリコレッ！ギャラリー vol.22

町田薬師池公園 四季彩の杜 観蓮会

ＮＰＯ法人町田演劇鑑賞会 第２０２回例会
前進座『東海道四谷怪談』

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

本田亮×佐々木良 コラボグッズ速報！

町田在住のイラストレーター 本田亮さんの
書き下ろしオリジナルイラストが到着しました！

店長・佐々木良のキャラクターを見事に！
本田さんならではの

あたたかいイラストにしてくださいました。
店長就任コラボグッズとして

Tシャツとピックの販売を予定しています。

この後も新たなグッズを考案中！ そちらもお楽しみに！

レモンティラミス
¥600（税込）

イタリアの定番デザート　ティ
ラミスをレモンの酸味をいかし
てスッキリ仕上げてあります。
初夏にピッタリの一品です。

7/24（日）・30（土）
読み聞かせ&コラージュワークショップ

※要予約
くわしくは
こちら

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

入場
無料

入園
無料

先着
100名

ピック
第2弾
7月～
発売予定

Tシャツ
第1弾
6月～
発売予定



キンモクセイ デビュー20周年 『ありがとう!! 』シリーズ

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。

07 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。

自由席 自由席+1ドリンク以上食事なし 配信期間～7.31まで

カジヒデキ / 矢舟テツロー
THE HAT ＆ THE CAT

【開場 / 開演】
17:00 / 18:00
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000
大学生以下 ¥3,000
【ライブ配信】
¥2,000

7.17
SUN

カジヒデキ（Vo,Ba,AGt）
牛尾健太（Gt）
原GEN秀樹（Dr）
國見智子（Tp,Cho）

矢舟テツロー（Vo,Pf）
鈴木克人（Ba）
柿澤龍介（Dr）

ポップス / ジャズ

7.1
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。
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配信期間～7.23まで

配信期間～7.30まで

指定席+2オーダー以上

自由席

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.38

【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

次回

8.5

次回

8.257.28
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
       田篠麻衣子 / 太田りこ
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

7.31
SUN

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、ビートルズトリビュートではベテ
ランメンバーが集結し、スペシャルな
歌声と演奏でお届けします！

ビートルズトリビュート

ビートルズトリビュートバンド
Believe（ビリーブ）

Believe（ビリーブ）
［ 清水仁（Gt, Ba, Vo） / 小沢勝巳（Gt, Vo）
  城間正博（Dr, Vo） / 寄本慎司（Ba, Gt, Vo）
　黒岩典英（Key, Vo） ］

【開場 / 開演】
14:30 / 15:00
【前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500

自由席+1ドリンク以上

11.20
SUN

11.2011.2011.20
SUNSUNSUN

歌の世界に入って20年。ミュージカ
ル出身、ロック育ち、全国を旅して
歌ってきたシンガー宇海-UUMI-が、
愛する町田で初のホールソロコン
サートを開催！！
ASKAバンドのピアニスト・バンドマ
スターの澤近泰輔プロデュースによ
り、2019年から本格的なソロ活動を
開始した宇海-UUMI-。毎年バース
デーライブをまほろ座 MACHIDAで
重ねて4年目、アルバムリリースの集
大成となる2022年。長女を出産し、
シンガーとしても大きく成長した記
念すべき復帰ステージ。
澤近泰輔の創り出す美しい音世界に
乗って、愛に溢れる宇海の歌声を
ホールの響きとアコースティックな
生の演奏と共にお楽しみください。

【開場 / 開演】
16：15 / 17：00
【一般 前売 / 当日】
¥5,000 / ¥5,500
【小・中学生 前売 / 当日】
¥3,000 / ¥3,500
※未就学児童ひざ上無料
　（お席が必要な場合は
　￥3,000）

【発売】
7.5（火）8：30～

7.16
SAT

食事なし

キン・シオタニ
【開場 / 開演】
〈昼〉13：30 / 14：00
〈夜〉16：30 / 17：00
※昼夜入替制
※公演時間は90分

【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
※1ドリンク込み
※未就学児童入場不可

【ライブ配信】
¥1,650
※配信は〈昼の部〉のみです

トーク

キン・シオタニ presents
「町田半島案内」

【まちだはまちだ】懸垂幕や、パリオビ
ル館内のイラストでもおなじみキン・
シオタニと共に巡る、「新しい町田」
をさがす旅。

町田が東京都の中にあって半島のよ
うに突き出ているのは多くの人が
しっている。東京都を絵にすると、町
田の部分は魚のヒレやバッタのお腹
にたとえられる。
僕はこの地域を「町田半島」と呼んで
いるが、古くからこの街に住んでいる
人の中にもそう思っていた人はい
て、「町田半島」は特に地理好きの人
には浸透しているように思う。
ならば、この町田半島を旅先の観光
地のように考えた場合、どうなるの
かということを前からやってみた
かったのです。
あなたの新しい町田が発見できるか
もしれません。ぜひ一緒に旅をしま
しょう。

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
町田出身のシンガーソングライター
＆ジャズピアニスト・矢舟テツローが
「渋谷系の貴公子」カジヒデキをお客
様に迎えお届けするスペシャルな夜。

ジャンルは違えど「ブレない音楽性」
が共通点の二人。
それぞれが自身のバンドを率いてのス
テージを披露します。
その聴き比べを楽しみながら、ゆった
りとお過ごしください。
入場チケットは完売御礼！
こだわりのライブ配信もお楽しみに！

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～

宇海-UUMI- 
奏 ～あなたとわたし～

【開場 / 開演】
12：45 / 13：45
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
※智の会会員
　優待席有り

【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

配信期間～8.26まで指定席+2オーダー以上

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。

ドラマ『孤独のグルメ』の原作者・久
住昌之が率いる音楽制作家集団が
Season9のサントラ完成を「祈念」し
て真夏の町田に初上陸！

ドラム缶から出来た不思議な楽器Steel 
Pan。〝世界で一番人の心を癒す音色〟と
いわれています。15周年の感謝を込めて、
皆様にハッピーな音楽をお届けします♡

配信期間～7.14まで自由席飲食なし

7.8
FRI

立川晴の輔

【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

【開場 / 開演】
〈昼〉13：30 / 14：00
〈夜〉18：30 / 19：00
【前売 / 当日】
¥3,000 / ¥3,300
【ライブ配信】
¥2,000

落語

立川晴の輔のハレルヤ！独演会 vol.32

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！

配信期間～7.31まで

指定席+2オーダー以上

7.9
SAT

Pan Pop Paradise
［ きわこ（High Tenor Pan） / Okapi（Low Tenor Pan）
  けい（Low Tenor Pan） / ゆり（Double Second Pan）
  なおこ（3 Cello Pan） / あつし（Dr） / 森悠也（Pf）
  池尻晴乃介(Ba) / 岡部量平（Per） ］

【開場 / 開演】
12:30 / 13:30
【会場料金】
¥4,500 / ¥5,000

Steel Pan Band

Pan Pop Paradise 15周年ライブ♪
～パワフル応援団～

7.23
SAT

孤独のグルメ

孤独のグルメSeason9サントラ完成祈念
& 町田上陸記念LIVE！

指定席+2オーダー以上

The ScreenTones
［ 久住昌之 (Vo, Gt, Uke) / フクムラサトシ (Sax)
  西村Shake克哉 (Key) / 河野文彦 (Gt)
  栗木健 (Dr) ］
Support Member：吉田のりお (Ba)

会場：和光大学
　　 ポプリホール鶴川
宇海-UUMI-(Vocal)
澤近泰輔(Piano)
澤近立景(Guitar)

主催：
OFFICIAL UUMI

共催：
一般財団法人町田市
文化・国際交流財団

制作：
TSUTAYA町田木曽店
TSUTAYA西友町田店
町田パリオ
まちだはまちだプロジェクト

制作：
まほろ座 MACHIDA

7.2
SAT

指定席+2オーダー以上

鈴木聖美（Vo） / 伊賀武氏（Agt,Cho）
山内和義（Ba,Cho）
力石理江（Key,Cho）

【開場 / 開演】
〈1st〉14：30 / 15：30
〈2nd〉18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥6,500 / ¥7,000

ソウル

鈴木聖美 35th Anniversary
"I’ve got a soul Acoustic"

今年デビュー35周年を迎える鈴木
聖美が、自らのベストセレクション、
オリジナル、洋楽、邦楽カバーを久し
ぶりのアコースティックバージョンで
大人らしく、いつもと違うリラックス
した雰囲気の中お送りします。

配信期間～7.9まで指定席まほろ座特製七夕御膳付き（コーヒー / 紅茶付）

木村大（ギター）
坂上領（フルート）

7.3
SUN

【開場 / 開演】
13：00 / 14：00
【前売 / 当日】
¥8,300 / ¥8,800
※木村大FC会員
　優先席有り

【ライブ配信】
¥2,800
※配信はライブ部分のみ
　になります。

ギター / フルート

七夕の夜、君に逢いたい vol.6　
木村大（ギター）×坂上領（フルート） 

大好評の木村大”君に逢いたい”シ
リーズが七夕に帰ってきました★
あらゆる笛をあやつる“笛の魔術師”
坂上領との初共演！

ライブのあとはトークライブもあり。
ここでしかないファンミーティングも
お楽しみいただきます。

今回は二人の好物がメニューに！ま
ほろ座特製七夕御膳と共にご堪能く
ださい。
※配信はライブ部分のみになります

演奏予定曲：
イマジン／ジョン・レノン
ジュピター「惑星」より／ホルスト
シェイプ・オブ・ユー／エド・シーラン
たなばた／唱歌
※曲目は変更となる場合がございます

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

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

シャンソンを中心とした歌の数々、楽
しいお喋り、美味しいお食事…幸せ
になれるライブショーを元気にお届
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。

7.24
SUN

シャンソン

林美喜が紡ぐ ～シャンソン・ド・ボヌール～

指定席+2オーダー以上

 唄  ：林美喜 / 近藤ひろみ
       安藤奈津子
演奏：日野香織（Pf）

【開場 / 開演】
13：00 / 14：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
¥3,000

6月に自身の所属するユニット「音阿
弥ライブ」を満員御礼で開催！それぞ
れの個性が光る、情熱溢れるエン
ターテインメント！
若い奏者と共にお届けするアニバー
サリーライブは必見です。

7.29
FRI

和太鼓

古立ケンジBDプログラム
「Passionate Emotions 」

自由席+1ドリンク以上

古立ケンジ / KURUMI
碧海 / 田中杏平 / 高木啓輔【開場 / 開演】

18：30 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
※まほろ座取り扱いなし

あたたかい旋律にこころ弾み、とき
には少ない音で語りかける空気感に
ホッとひと息、きらめく未来へとまっ
すぐに進むエール・ソング、高瀬啓伍
が音楽へそそぐ愛を余すことなく体
感できる。ピアノ一台で展開するもの
がたりの数々を、お届けいたします。

7.30
SAT

ブギ・ウギ・ピアノ

高瀬啓伍
「Piano Palette」リリース記念ライヴ

指定席+2オーダー以上

高瀬啓伍
【開場 / 開演】
17：00 / 18：00
【会場料金】
￥4,000

七夕御膳付き
特製

SOLD
OUT！

SOLD
OUT！

SOLD
OUT！

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！

EVENT INFO

バンド結成から現在までの歴史を振り返る最初で最後の個展
を開催！秘蔵写真、秘蔵映像、レコーディング資料、衣装、グッ
ズ、実際に使用している楽器などを所狭しと展示します。キン
モクセイ展限定グッズや、20周年「ありがとう!!」シリーズの
グッズ販売も行い、日によってはメンバーも在廊。また、キンモ
クセイ展終了後、展示した写真のパネルやポスター、衣装など
を大放出！大プレゼント抽選会を片付けながら生配信します。

大
事
な
も
の
か
ら
、い
ら
な
い
も
の
ま
で
、本
人
た
ち
も

忘
れ
か
け
て
い
た
も
の
を
大
発
掘
！

さ
あ
、な
ら
べ
て
み
よ
う
。

主催：キンモクセイちゃんとした実行委員会
制作協力・お問合せ：まほろ座 MACHIDA TEL.042-732-3139
協力:一般社団法人町田市観光コンベンション協会
　　 一般財団法人町田市文化・国際交財団 / 町田パリオ / まちだはまちだプロジェクト

7/12  -17
11：00～17：00※最終入場は16：30まで

火 日 ギャラリー・パリオ
会場 町田パリオ3階


