
15

リハーサル＆録音スタジオ特集

ANDY'S STUDIO

住所	 世田谷区代沢5-29-15、
	 SYビル2階
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩5分
営業時間	11時〜26時
定休日	 年末年始
TEL	 5432-3805
メール	 info@andys.jp
http://andys.jp/

【用途】スタジオ
【定員】1人から
【設備】防音、音響拡声、電子ピアノ
【駐車場】なし
【料金】バンド練習1512円から（1時間）、個人練習756
円から（1時間）
【申し込み】電話で

リハーサル＆レコーディングスタジオ。大人数も余裕のAst（18帖）
から、前室付きでレコーディングにも適したCst（14帖）まで3室。
機材（Ast）：ドラムセットYAMAHA	Maple	Custom	Absolute　ギ
ターアンプMarshall	 JCM2000	DSL-100/1960、	Fender	Twin	
Amp、Roland	JC120　ベースアンプAmpeg	SVT-4PRO/SVT	
810E、キーボードRoland	RD-700　他

MAP 10

下北沢

ガードアイランドスタジオ下北沢WEST店

住所	 世田谷区北沢2-23-10、
	 ウエストフロント地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩1分
営業時間	10時〜25時
定休日	 年末年始
TEL・FAX	5430-3334
メール	 shimokitazawa-west@gourdis
	 land-music.jp
http://www.gourdisland-music.jp

【用途】スタジオ
【定員】1〜10人
【設備】防音、音響拡声、電子ピアノ、ギター・ベース
アンプ、ドラムセット
【駐車場】なし
【料金】バンド練習1440円〜2980円（1時間）、
個人練習1人510円・2人860円（1時間）
【申し込み】前日の10時から電話、または直接来店で

全6スタジオ。10帖の部屋が4つ12帖の部屋が2つあ
り、各室にドラムセット1台、ギターアンプ2〜3台、
ベースアンプ1台を設置。全室に鏡があるので、ダン
スやコーラスの練習に使用する人もいます。

MAP 11

下北沢

施 情設 報

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下の記載は「最寄り駅名」です

世田谷区内の音楽施設から「リハーサル＆録音スタジオ」をピックアップして紹介します。
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ガードアイランドスタジオ下北沢南口店

住所	 世田谷区北沢2-13-6、
	 第一マツヤビル3階
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩2分
営業時間	10時〜25時
定休日	 12月31日〜1月3日
TEL・FAX	3414-9833
メール	 shimokitazawa@gourdisland-
	 music.jp
http://www.gourdisland-music.jp/shimo
kitazawa

【用途】スタジオ　
【定員】なし
【設備】防音、音響拡声、ドラムセット、ギター・ベー
スアンプ
【駐車場】なし
【料金】スタジオ1670円から、個人練習510円から（1時間）
【申し込み】電話、店頭で

ドラムセット、ギターアンプ、ベースアンプ、ミキサ
ー機材完備のリハーサルスタジオ。9帖の部屋が4つ、
12帖の部屋が2つあり、全室1面の鏡あり。ギター、
ベース、キーポード等のレンタルも可能（要予約）。ギ
ター弦、ドラムスティック、ピック等の販売もしてい
ます。

MAP 12

下北沢

サウンドスタジオノア下北沢店

住所	 世田谷区北沢3-20-17
アクセス			小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩5分
営業時間	24時間
定休日	 なし
TEL	 3466-0058
FAX	 3466-2162
http://shimokita.studionoah.jp

【用途】スタジオ
【定員】1人から※上限については問い合わせを
【設備】防音、ピアノ
【駐車場】11台
【料金】バンドスタジオ1080円から（個人練習540円か
ら）、ピアノスタジオ1728円から（個人練習1296円か
ら）（1時間）
【申し込み】電話で

バンドスタジオは6帖〜17帖の9室、6帖のボーカル
ブースが1室。さらに通りを挟んだ別館にはグランド
ピアノの部屋が2室あります。DJ機材やパーカッショ
ンなどのレンタルもあり、オールジャンルに対応。エ
フェクターやスネアドラムなどの無料レンタルも。弦、
ドラムスティックなど消耗品の販売もしています。

MAP 13

下北沢
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施設情報

リンキィディンクスタジオ下北沢1st店

住所	 世田谷区北沢2-34-5、
	 プリマヴェール下北沢
アクセス		小田急線・京王井の頭線	
	 下北沢駅徒歩4分
営業時間	24時間
定休日	 年末年始
TEL	 5465-6569
http://www.rinky.info/
studio/shimokitazawa1/

【用途】スタジオ、ライブハウス
【定員】1人から※上限については問い合わせを
【設備】防音、音響拡声、PA	、ドラムセット、ギター・
ベースアンプ、キーボード
【駐車場】なし
【料金】平日1512円から、土・日曜・祝日2484円から、
個人練習1人540円から（1時間）
【申し込み】電話、ホームページで

ライブハウス「ERA」併設のリハーサルスタジオ。スタ
ジオは広めの3種類（12〜20帖）計6室。ライブスペー
スと同じ建物内なので、本番直前のリハーサルを手軽
に行うことができます。今年から新たな取り組みとし
て、消耗品、メンテナンス用品販売のラインナップを
強化しています。

MAP 51

下北沢

ノックアウトレコーディングスタジオ

住所	 世田谷区北沢2-26-23-201
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩1分
営業時間	24時間（予約制）
定休日	 なし
TEL	 5465-2350
FAX	 5465-2352
メール	 studio@k-o.ne.jp
http://www.k-o.ne.jp

【用途】スタジオ、レコーディングスタジオ
【定員】問い合わせを
【設備】防音、ピアノ、録音設備
【駐車場】1台
【料金】7560円（1時間）、4万3200円（8時間）
【申し込み】電話、メールで

下北沢で16年になる1ブース1MIXルームの録音スタ
ジオ。メジャー・インディーズの原盤制作からCM音源
制作、趣味のカラオケ録音まで幅広く対応しています。
レンタル楽器はラディックドラムセット、フェンダー
ツインリバーブ（70年代製）、マーシャルブルースブレ
ーカー、JC120（70年代製）などをそろえています。

MAP 15

下北沢

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下の記載は「最寄り駅名」です
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リンキィディンクスタジオ下北沢2nd店

住所	 世田谷区北沢2-37-2、
	 パラッツィーナ地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	
	 下北沢駅徒歩4分
営業時間	10時〜24時
定休日	 年末年始
TEL	 3466-0169
http://www.rinky.info/studio/
shimokitazawa2/

【用途】スタジオ、レコーディングスタジオ
【定員】1人から※上限については問い合わせを
【設備】防音、音響拡声、PA、ドラムセット、ギター・
ベースアンプ、キーボード
【駐車場】なし
【料金】平日1339円から、土・日曜・祝日2473円から、
個人練習1人540円から（1時間）
【申し込み】電話、ホームページで

全5スタジオあり、各室とも自然光が入る地下でも明
るいスタジオです。楽器レンタル、人気ギターアンプ
ORANGE	Rockerverb100の無料レンタル、無料機
材庫など各種サービスも充実しています。レコーディ
ング予約も受付中。料金は（エンジニア込み）7時間	パ
ック3万7800円から。

MAP 52

下北沢

サウンドスタジオノア三軒茶屋店

住所	 世田谷区三軒茶屋1-5-15、
	 三軒茶屋ノアビル
アクセス			東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩10分
営業時間	24時間
定休日	 なし
TEL	 5432-7221
FAX	 5430-2733
http://sancha.studionoah.jp

【用途】スタジオ
【定員】1人から
【設備】防音、音響拡声、ピアノ
【駐車場】16台
【料金】団体利用1404円から（1時間）、個人練習648
円から（1時間）（利用日前日22:30以降受付）
※詳細はホームページで
【申し込み】電話、店頭で

スタジオは3.5帖のボーカルブース〜35帖まで幅広
く用意。サブルームを併設したスタジオもあり、ミー
ティングや休憩、セルフレコーディング時のモニタリ
ングスペースとしても利用できます。オプション機材
もレコーディング用マイクやワイヤレスマイク、DJ機
材など多種多様に用意しています。

MAP 18

三軒茶屋
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施設情報

STUDIO25（スタジオツーファイブ）

住所	 世田谷区三軒茶屋1-36-2、
	 三茶108ビル地下1階
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅徒歩2分
営業時間	13時〜23時
定休日	 なし
TEL	 3422-6408
FAX	 3413-3677
メール	 info@studio25.jp
http://www.studio25.jp

【用途】スタジオ
【定員】1〜12人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、ドラムセット、
レコーディング機器
【駐車場】なし
【料金】832円から（1時間）
【申し込み】電話で

2つのブースとコントロール・ルームからなるレコ
ーディング用、リハーサル用のスタジオです。Pro	
Tools	HDシステムでのレコーディングだけではなく、
バンドのリハーサルやボーカルなどの個人練習にも利
用できます。

MAP 19

三軒茶屋

STUDIO FAMILIA三軒茶屋店

住所	 世田谷区太子堂3-26-9、
	 DC太子堂
アクセス			東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩10分
営業時間	9時〜23時
定休日	 年末年始
TEL	 6805-2131
http://studiofamilia.net

【用途】スタジオ
【定員】3〜10人
【設備】防音、音響拡声、電子ピアノ、ドラムセット、
アンプ
【駐車場】4台
【料金】1100円〜3600円（1時間）、個人練習550円〜
1100円（1時間）
【申し込み】電話で

三軒茶屋と下北沢の中間に位置し、スタジオ5室と駐
車場・ストックルームも備えた地域密着型スタジオ。
バンド練習や個人練習にも最適な部屋から、大人数
にも対応できる23帖の部屋まで目的に合わせて利用
できます。スタジオ内は有線LAN、Wi-Fiも利用可。
広いロビーもあります。

MAP 20

三軒茶屋

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下の記載は「最寄り駅名」です
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クロスロードスタジオ

住所	 世田谷区太子堂5-15-4
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩7分
営業時間	10時〜24時
定休日	 なし
TEL	 3411-7041
メール	 crossroad40@hotmail.com
http://www2u.biglobe.ne.jp/~c-r-st/

【用途】レコーディングスタジオ
【定員】3〜7人
【設備】防音
【駐車場】1台
【料金】4500円〜5500円（1時間）
【申し込み】電話、メールで20年以上の歴史あるスタジオ。1998年頃にアマチュ

アバンド向けの格安デモレコーディングサービスを開
始し、それ以来毎日のように録音を行っています。レ
コーディングルーム（12帖）、ミックスルーム（12帖）、
コントロールルーム、待合室あり。初回は6時間以上
の予約が必要です。他にパック料金等あり。

MAP 22

三軒茶屋

キボリスタジオ

住所	 世田谷区三軒茶屋1-33-19、
	 ケイオーハロービル301
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩3分
営業時間	11時〜24時
定休日	 なし
TEL	 6805-4440
メール	 kivori@dream.com
http://kivori.net

【用途】レコーディングスタジオ
【定員】約10人
【設備】防音、音響拡声、業務用レコーディング機器、
Protools	HDX
【駐車場】なし
【料金】5000円（1時間）、3万6000円（8時間）
【申し込み】電話、メールで

エンジニア所有のスタジオのため低価格でレコーディ
ングサービスを提供。録音、ミックス、マスタリング
まで行います。歌のピッチ修正も可能。デジタルとア
ナログを駆使した深みのあるサウンドを体験してくだ
さい。web上でデータやりとりのみでのミックスも可
能です。Pro	Tools		HDXシステムを使用。

MAP 21

三軒茶屋



施設情報

21

リンキィディンクスタジオ梅ヶ丘店

住所	 世田谷区梅丘1-21-7、
	 駅前ビル3・4階
アクセス		小田急線梅ヶ丘駅すぐ
営業時間	24時間営業
	 （月・連休明初日は10時から）
定休日	 年末年始
TEL	 3420-3721
http://www.rinky.info/studio/umegaoka/

【用途】スタジオ
【定員】1人から※上限については問い合わせを
【設備】防音、音響拡声、PA	、ドラムセット、ギター・
ベースアンプ、キーボード
【駐車場】2台
【料金】平日1000円から、土・日曜・祝日2000円から、
個人練習1人450円から（1時間）
【申し込み】電話、ホームページで※スタジオライブは
電話のみ

駅前の好立地。ビッグバンドや大人数クワイヤなど、
大編成グループでも余裕で練習できるαスタジオ（25
帖）や、無料機材置き場が好評です。αスタジオはハ
イスペックな機材と広い前室付きで、キャパ50のス
タジオライブも可能。サークル定例発表会、同窓会
ライブイベントなどに利用できます。

MAP 53

梅ヶ丘

スタジオ・スリンキー

住所	 世田谷区宮坂1-42-12
アクセス			小田急線経堂駅徒歩7分
営業時間	10時〜22時
定休日	 不定休
TEL	 3428-5400
FAX	 3428-5462
メール	 info@project5.net
http://www.project5.net

【用途】スタジオ、レコーディングスタジオ
【定員】1〜6人
【設備】防音、録音設備
【駐車場】1台
【料金】8640円〜7万5600円
【申し込み】電話、メール、ホームページで豊富なプラグインを備えたPro	Tools	HDX2を核に、

Old	Neve	CONSOLE・充実したアウトボード・マイク
を装備したレコーディングスタジオ。1989年開業。
長年培った知識と経験、技術でさまざまなニーズに応
えます。トラックダウン、マスタリング（DDP納品可能）
のみの依頼も可。

MAP 24

経堂

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下の記載は「最寄り駅名」です
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アブリールスタジオ

住所	 世田谷区砧8-21-7
アクセス	小田急線祖師ヶ谷大蔵駅徒歩5分
営業時間	応相談
定休日	 不定休
TEL	 3416-3362
FAX	 3416-3472
メール	 abrir_studio@e-abrir.com
http://www.e-abrir.com

【用途】レコーディングスタジオ
【定員】なし
【設備】PTHDX12を中心とした録音システム
【駐車場】1台
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、FAX、メール、ホームページで録音システムは最新のProTooLsHDX12と旧バージョ

ンとの互換性を持つHDX10です。映像とのリンクに
より、演奏、歌、ナレーションの録音に対応し、ハイ
レゾ、サラウンドミックス等も行えます。各所の窓を
開けることができ、開放的で落ち着いた、隠れ家的な
雰囲気で作業できます。

MAP 25

祖師ヶ谷
大蔵

スタジオセイント

住所	 世田谷区祖師谷4-24-21
アクセス	小田急線祖師ヶ谷大蔵駅
	 徒歩10分
営業時間	7時〜24時
定休日	 なし※臨時休業あり
TEL	 3484-3561
http://www.ulsho.com/studio-saint.html

【用途】練習室
【定員】1人から
【設備】防音、音響拡声、キーボード、ギターアンプ、
ドラムセット他
【駐車場】なし
【料金】1500円〜2250円、個人練習1人800円・2人
1000円（1時間）
【申し込み】電話で

ウルトラマン商店街にある、祖師谷では唯一のミュー
ジック貸スタジオ。26〜27平米と広さがあります。
音楽のジャンルは問いません。ボイストレーニングで
利用する人も多くいます。

MAP 26

祖師ヶ谷
大蔵
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レコーディングハウストーンマイスター

住所	 世田谷区砧8-24-5
アクセス	小田急線成城学園前駅徒歩8分
営業時間	24時間
定休日	 なし
TEL	 5727-2604
FAX	 5727-2605
メール	 info@tonmeister.jp
http://www.tonmeister.jp

【用途】スタジオ、録音スタジオ※出張録音可
【定員】なし
【設備】防音
【駐車場】2台
【料金】1万6200円（1時間）、10万8000円（1日）
【申し込み】電話（平日10時〜19時）、メールで成城のプロ仕様のレコーディングスタジオ。珍しい一

軒家スタジオです。ボーカルやダビング録音、ミック
スダウンに定評があり、ライブやコンサートのハイク
オリティ出張レコーディングも行っています。基本的
にプロ向けですが、アマチュアの方の要望にも応えて
いるので相談してください。

MAP 28

成城学園前

リンキィディンクスタジオ上北沢店

住所	 世田谷区上北沢3-18-7、
	 Kousaku	Bld	地下1階
アクセス	京王線上北沢駅徒歩1分
営業時間	10時〜25時
定休日	 年末年始
TEL	 3303-2223
http://www.rinky.info/studio/kamikitazawa/

【用途】スタジオ、
【定員】1人から※上限については問い合わせを
【設備】防音、音響拡声、PA	、ドラムセット、ギター・
ベースアンプ、キーボード
【駐車場】2台
【料金】平日1404円から、土・日曜・祝日1890円から、
個人練習1人567円から（1時間）
【申し込み】電話、ホームページで

落ち着いたロビーに隠れ家のようなスタジオ。4室（7
帖〜20帖）あり、目的に合わせた選択が可能です。ス
タジオ内は天井が高く、気持ちよく練習できます。α
stにはセルフレコーディング可能なミーティングルー
ムを併設。DAWを持ち込むことで理想的なプライベ
ートレコーディングスタジオとしても利用できます。

MAP 54

上北沢
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ガードアイランドスタジオ明大前店

住所	 世田谷区松原1-36-9
アクセス		京王線明大前駅徒歩2分
営業時間	10時〜25時
定休日	 年末年始
TEL・FAX	5300-4144
メール	 info@gourdisland-music.jp
http://www.gourdisland-music.jp

【用途】スタジオ
【定員】1〜10人
【設備】防音、各種アンプ、ミキサー、電子ピアノ
【駐車場】なし
【料金】バンド練習1728円〜3456円（1時間）、個人練
習1人735円・2人1080円（1時間）
【申し込み】電話、または直接来店で（個人練習は前日
10時から受け付け）

バンド練習に最適なリハーサルスタジオ。全7スタジオ
に鏡、ギターアンプ、ベースアンプ、ドラムセット、ミ
キサー、パワーアンプ、スピーカーが備え付けてありま
す。オプションで、エレキギター、アコースティックギ
ター、べ−スなどのレンタルも可。ロビーには大きな窓
から陽が差し込み、外には桐の若木が生えています。

MAP 30

明大前

スタジオシャッフル

住所	 世田谷区南烏山6-33-34、
	 アベニュー烏山地下1階
アクセス	京王線千歳烏山駅徒歩3分
営業時間	10時〜24時
定休日	 1月1日〜3日
TEL	 3305-4419
http://studio-shuffle.net

【用途】スタジオ
【定員】なし
【設備】防音、音響、ピアノ、ドラムセット、ラテンパ
ーカッション、ギター・ベースアンプ
【駐車場】なし
【料金】550円〜2500円（1時間）
【申し込み】電話で自らがラテンバンドで活躍するオーナーの「気持ち

よく練習してほしい」という思いがあふれています。
スタジオは3室あり、Astにはアップライトピアノ
（YAMAHA	U30）を常設。パーカッションの無料貸出
しもあり、ラテンやジャズの練習に便利です。

MAP 32

千歳烏山
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スタジオゼロナイン

住所	 世田谷区南烏山5-24-7
アクセス		京王線千歳烏山駅徒歩5分
営業時間	10時〜24時
定休日	 なし
TEL	 5314-9119
http://www.studiozeronine.com

【用途】スタジオ
【定員】3〜5人
【設備】防音、音響拡声、ドラム、ギター・ベースアンプ
【駐車場】なし
【料金】350円〜450円（1人1時間）
【申し込み】電話で

高級機材ではなく、スタジオのサイズにあった機材
などを取り揃えることでリーズナブルな価格を実現。
また、少人数の練習でも利用しやすい一人当たりの
料金設定です。スタジオは2室あり、各室にドラムセ
ット、ベースアンプ、ギターアンプ、ミキサーを備
えています。

MAP 33

千歳烏山

世田谷アールイーシースタジオ

住所	 世田谷区北烏山6-31-6
	 地下1階
アクセス	京王線千歳烏山駅徒歩8分
営業時間	24時間
定休日	 なし
TEL	 5313-8555
FAX	 6750-0049
メール	 studio@recmusician.com
http://studio.recmusician.com

【用途】スタジオ、練習室
【定員】なし
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、レコーディング設備
【駐車場】3台
【料金】レコーディング4000円から（1時間）、リハーサ
ル2000円から（個人練習460円から／1時間）
【申し込み】電話、メールで

地域でも広さを誇る部屋はリハーサル・レコーディング
ブースの他にレンタルホールとしても利用できます。ま
た、リハーサル感覚でデモ音源をレコーディングできる
１万円一発レコーディングサービスも実施。録音ブース
は3つあり、3ブースを同時に使用した最大16chの同時
録音が可能です。

MAP 34

千歳烏山
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サークルサウンズ

住所	 世田谷区奥沢6-21-11、
	 大明産業ビルB101
アクセス		東急大井町線九品仏駅徒歩4分
営業時間	10時〜24時
定休日	 なし
TEL	 3703-8651
メール	 circlesounds@mac.com
http://circlesounds.p2.bindsite.jp

【用途】スタジオ、練習室
【定員】スタジオ4〜6人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、ドラムセット、ギター・
ベースアンプ
【駐車場】なし
【料金】スタジオ1700円〜2400円（1時間）、
個人練習500円（1人1時間）※当日予約に限る
【申し込み】電話で

音楽リハーサル用の練習スタジオ。8帖〜10帖の3ス
タジオあり、1室は禁煙ルームです。機材（Ast）：ギタ
ーアンプMarshal	JCM800(blt	 in)、	Roland	JC60　
ベースアンプHartke	HA2000	+	acoustic　キーボ
ードYAMAHA	CP80M　ドラムセットPearl	MX

MAP 36

九品仏

サウンドスタジオノア駒沢店

住所	 世田谷区上馬4-2-7、
	 上馬ノアビル
アクセス		東急田園都市線駒沢大学駅
	 徒歩2分
営業時間	24時間
定休日	 なし
TEL	 5433-5711
FAX	 3424-5411
http://komazawa.studionoah.jp/	

【用途】音楽練習スタジオ、ピアノ練習室、録音スタジ
オ、会議室
【定員】電話で問い合わせを
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、貸会議室
【駐車場】9台
【料金】スタジオ1404円から・個人練習540円から
（1時間）、会議室2052円から（1時間）
【申し込み】電話、店頭で

個人練習からゲネプロ、ビッグバンドまで対応。2帖〜
23帖のバリエーション豊かなバンドスタジオ8室と、ピ
アノ練習室5室、控室やミーティングにも利用できる貸
会議室3室があります。豊富なオプション機材で、セル
フレコーディング、動画撮影などのニーズにも対応可。
MAスタジオ「サウンドアーツコマザワ」併設。

MAP 45

駒沢大学


