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ライブハウス特集施 情設 報
世田谷区内にある音楽施設から、
「ライブハウス」をピックアップして紹介します。
※各ライブハウスのスケジュールについては、ホームページで確認を　
※「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

KITAZAWA TYPHOON 2016 開催

出演者情報など、詳しくは

http://kitazawatyphoon.com/

　下北沢の複数のライブハウスで同時開
催されるサーキットイベント“KITAZAWA 
TYPHOON 2016”。4回目を迎える今年は
初の2デイズ開催となり、出演バンドは、の
べ100組以上を予定しています。さらにカ
レーフェスティバルとのコラボも予定。た
くさんのライブが楽しめるので、チェック
してみて。

日程 	 10/15（土）、16（日）　12:30から
会場 	 	◦下北沢SHELTER◦CAVE-BE
	 ◦CLUB251◦MOSAiC
	 ◦LIVEHOLIC◦BASEMENT	BAR
	 ◦下北沢	ReG◦musicbar	rpm
	 ※全8会場往来自由

チケット 	 1日券	3500円
	 2日券	6500円
※別途ドリンク代600円  ※6歳未満入場不可

主催：KITAZAWA TYPHOON実行委員会
協力：下北沢南口商店街、下北沢東会・あずま通り商
店街、Eggs、日本工学院専門学校、LILWHITE.

開催概要

15土10
16日・

BASEMENT BAR

下北沢 ReG

musicbar rpm
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下北沢 LIVE HOUSE MOSAiC

茶沢通りに面した1階は広い窓が気持ちいいカフェ 
ラウンジ、地下が真っ白なライブステージと独特の
雰囲気が。近年は7月開催のフリーライブ「白フェス」
や、若手バンド・アーティストが集結するサーキット 
イベント「KNOCKOUT FES」などに力を入れています。

MAP 4

下北沢

住所 世田谷区北沢2-2-14
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 14:00〜23:30
定休日 なし
TEL 5787-4559
FAX 5787-4560
http://www.studio-museum.com/mosaic/
index2.html

【用途】ライブハウス
【定員】150人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、ビデオプロジェクター
【駐車場】なし
【料金】電話で問い合わせを
【申し込み】電話で問い合わせを

スタジオベイド下北沢店

音を追求したリハーサル&ライブが楽しめるスタジオ。
広さ44畳のFスタはライブスペースとして利用可能。リ
ハーサルスタジオはバンド練習と個人練習（1〜2人）の
2種類あり、Dスタはアップライトピアノもレンタル可。

MAP 6

下北沢

【用途】ライブハウス、リハーサルスタジオ
【定員】なし※Fスタジオのみ80〜100人（着席50人）
【設備】防音、ピアノ、ビデオプロジェクター、インター
ネット放送

【駐車場】なし
【料金】600円〜6900円（1時間）
【申し込み】電話（10:00〜24:30）、ホームページ（24
時間）で

住所 世田谷区代沢5-8-14、
 岩城ビル地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線
 下北沢駅徒歩7分
営業時間 10:00〜24:30
定休日 年末年始
TEL 5432-0040
メール info@studio-bayd.com
http://www.studio-bayd.com/
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BASEMENT BAR

1995年オープン、下北沢の南端に位置するライブ	
ハウス。三角のステージが特徴的で、ステージ横には
DJブースも設置。連日オールジャンルのライブ・イベ
ントを開催しています。隣はライブハウスとクラブを
融合させた「下北沢THREE」。

MAP 7

下北沢

住所	 世田谷区代沢5-18-1、
	 カラバッシュビル地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩10分
営業時間	イベント内容により異なる
定休日	 なし
TEL	 5481-6366
FAX	 5204-9120
メール	 basement@toos.co.jp
http://www.toos.co.jp/basementbar

【用途】ライブハウス
【定員】200人
【設備】ギター・ベースアンプ、ドラムセット、PA機器、
ドリンクカウンター
【駐車場】なし
【料金】2000円から
【申し込み】メールで問い合わせを

mona records

アコースティックやポップスを中心に、ゆったり座っ
て見られるカフェライブスペース。昼間は親子向け
イベントの開催も。ライブを見ながら、2階のカフェ
「おんがく食堂」のメニューを食べられるのも嬉しい。	
出演アーティストのCDも購入できます。

MAP 8

下北沢

住所	 世田谷区北沢2-13-5、
	 伊奈ビル2・3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	10:00〜24:00
定休日	 なし
TEL	 5787-3326
FAX	 5787-3327
メール	 info@mona-records.com
http://www.mona-records.com

【用途】ライブハウス
【定員】100人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、ビデオプロジェクター、
ドラムセット、ギター・ベースアンプ、キーボード、DJ	
セット、キッチン設備
【駐車場】なし
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、店頭、メールで
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下北沢SHELTER

住所	 世田谷区北沢2-6-10、仙田ビル	
	 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		15:30〜23:00	 	 	

※パブ営業あり
定休日	 年始（1/1〜3）
TEL	 3466-7430
http://www.loft-prj.co.jp/SHELTER/

【用途】ライブハウス、クラブ
【定員】250人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話で

ロックの聖地「新宿LOFT」の姉妹店で、ロックバンド
をメインとする地下ライブハウス。1991年のオープ
ン以来、ずっと色あせること無く、連日熱いライヴが
行われています。今年10月で25周年を迎え、アニバ
ーサリーイベントも開催。

MAP 63

下北沢

ライブハウス下北沢 VOICE FACTORY

コンパクトなライブ空間ながら、こだわりの音響シス
テムを装備。リーズナブルな企画イベントができるの
が特徴。オールジャンルに対応し、最近はトークショー
などの利用も増えています。運営を行うVOICE	MUSIC
所属のガールズバンド「Risky	Melody」の常小屋。

MAP 9

下北沢

住所	 世田谷区代田5-19-4、
	 下北沢VOICE	Bldg.
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩3分
営業時間	10:00〜23:00
定休日	 なし
TEL	 070-3991-4933
FAX	 5712-5283
メール	 info@voice-music.info
http://voicefactorylive.com

【用途】ライブハウス、スタジオ
【定員】100人（着席50人）
【設備】防音、音響拡声、電子ピアノ、DVD4点切替カメラ
【駐車場】なし
【料金】7万3440円〜9万5040円（6時間）
【申し込み】電話、メールで
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下北沢 NeverNeverLand

住所	 世田谷区北沢3-19-3、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		18:00〜26:00	 	 	

※休前日は29:00まで
定休日	 年始（1/1〜3）
TEL	 3465-0737
http://www.shimokita-never.tokyo/

【用途】ライブスペース
【定員】着席50人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話で

音楽ライブが楽しめる沖縄料理の店。コンセプトは
「みんなのリビングルーム」。毎月恒例の音楽イベント
「PARADISE	BONES（パラダイスボーンズ）」は、今年で
16年目。第3木曜はオープンマイク企画を開催。バース
デーパーティー他、各種イベントも受け付けています。

MAP 66

下北沢

下北沢ERA

住所	 	世田谷区北沢2-34-5、	 	
プリマヴェール下北沢4階

アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	
下北沢駅徒歩3分

営業時間	15:30〜28:00	 	 	
定休日	 不定休	 	 	 	
TEL	 5465-6568
メール	 era@rinkydinkstudio.com
http://s-era.jp/

【用途】ライブハウス
【定員】200人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メールで

2002年5月にオープンしたライブハウス。5階建て	
ビル内にリハーサルスタジオ、ライブスペース、Bar
スペースがあり、通常のライブ形式だけでなく、スタ
ジオライブ、アコースティックイベントなど多様なイ
ベントを行うことができます。

MAP 67

下北沢
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下北沢 CAVE BE

住所	 世田谷区北沢2-14-16、	 	
	 北沢プラザ地下1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		14:00～22:00	 	 	

※営業日により異なる
定休日	 なし
TEL	 3412-7373（14:00～24:00）
メール	 info-tokyo@cave-be.net
http://www.cave-be.net/tokyo/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング150人、着席80人
【料金】電話、メールで問い合わせを
【申し込み】電話、メールで

ロックバンドのライブはもちろん、ジャムセッション
の会「音楽で遊び倒す会」など、さまざまなイベントを
開催しているマルチなライブハウス。レンタルスペー
スとしても利用できます。

MAP 68

下北沢

下北沢ろくでもない夜

2015年3月31日、惜しまれつつ29年の歴史にピリオ
ドを打った「下北沢屋根裏」。その元スタッフが集結し、
新たなライブハウスをオープン。バンドの他、芸人や
ダンサー、パフォーマーまで幅広いジャンルに対応。
パーティーもできます。

MAP 69

下北沢

住所	 世田谷区北沢2-6-5、	 	
	 ルイビル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	18:00～28:30
定休日	 不定休
TEL	 6804-9567
メール	 69demonai46@gmail.com
http://69demonai46.com/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング120人、着席70人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メールで
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Music Island O

住所	 世田谷区北沢2-8-8、	 	
	 NSビル3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	19:00〜25:00、	 	 	
	 土・日曜、祝日18:00〜24:00	
定休日	 不定休
TEL	 6407-1688
メール	 info@organiq.biz
http://o.organiq.biz/o/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング80人、着席33人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】メールで毎日がフリーセッション。シモキタの音楽好きが集い、

つながる場所。週末はミュージシャンライブや貸切
イベント。レンタル楽器を備え、平日はいつでも演奏
OK。現役ドラマー店主がプロデュースする「オーガニ
ックオープンマイク」も開催中。

MAP 70

下北沢

下北沢LIVEHOLIC

住所	 世田谷区北沢2-6-5、	 	
	 ルイビル5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		14:30〜22:30	 	 	

※イベントにより異なる
定休日	 不定休
TEL	 5738-7169
メール	 contact@liveholic.jp
http://liveholic.jp/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング180人
【料金】ホームページで確認を※応相談
【申し込み】電話、メールで

2015年6月9日（ロックの日）にオープンした新しいラ
イブハウス。4階には同じく激ロックプロデュースの
「Music	Bar	ROCKAHOLIC	shimokitazawa」があり、
ライブハウス利用者もバーの豊富なドリンクを楽しめ
ます。

MAP 71

下北沢
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LIVE HOUSE FEVER

住所	 世田谷区羽根木1-1-14	 	
	 新代田ビル1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

新代田駅徒歩30秒
営業時間	公演により異なる
定休日	 不定休
TEL	 6304-7899
メール	 info@fever-popo.com
http://www.fever-popo.com/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング300人
【料金】問い合わせを
【申し込み】メール、電話で

新代田駅目の前、環七通り沿いの便利な立地。敷地
が広く、ラウンジもゆったりとして一般的なライブハ
ウスとは一線を引く居心地の良さ。敷地内にはcafe/
gallery「popo」があり、ライブ前後にお茶やお酒でひ
と息付くこともできます。

MAP 72

新代田

GRAPEFRUIT MOON

太子堂中央街の落ち着いたエリアにあるライブ&	
バー。アートのようなクールでおしゃれな空間に、音
響システムや照明にもこだわりが。フラットなステー
ジなので演者とオーディエンスとの距離が近く、一体
感を楽しめます。

MAP 16

三軒茶屋

住所	 世田谷区太子堂2-8-12、
	 佐々木ビル地下1階
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩6分
営業時間	18:30〜22:30
定休日	 なし
TEL・FAX	3487-8159
メール	 info@grapefruit-moon.com
http://grapefruit-moon.com

【用途】ホール、ライブハウス、劇場、ギャラリー、スタジオ、	
練習室
【定員】70人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、ビデオプロジェクター
【駐車場】なし
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メールで
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東京音実劇場

バンド、アコースティックライブから落語まで幅広い
パフォーマンスに対応。主催イベント「懐メロカフェ」
は70年代〜25年前までのJ-popをおしゃべりを交え
紹介する公開生ラジオ風プログラム。エフエム世田
谷で「ラジオ東京音実劇場」も放送中。

MAP 42

二子玉川

住所	 世田谷区玉川2-26-3、
	 N2ビル地下2階
アクセス		東急田園都市線二子玉川駅
	 徒歩5分
営業時間	電話で問い合わせを
定休日	 なし
TEL	 5491-5910
FAX	 5491-5920
メール	 info@onjitsu.com
http://www.onjitsu.com

【用途】ライブハウス
【定員】60〜100人（着席5〜60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】5万4000円〜10万8000円＋ドリンク保証
【申し込み】電話、メールで

STRAWBERRY FIELDS（ストロベリーフィールズ）

ソファにくつろぎながら楽しめるライブハウス。シン
ガーソングライター、J-POP系をはじめ地元商店街メ
ンバーによるバンド、中学生バンドまで幅広く出演。
スタッフとのセッションもできる駒沢界隈の音楽好き
が集う場所。ライブのない日はバーとして営業。クリ
スマスや大晦日などの貸し切りパーティーにもぜひ！

MAP 44

駒沢大学

住所	 世田谷区上馬4-11-20、
	 上馬パビリオン地下1階
アクセス		東急田園都市線駒沢大学駅
	 徒歩7分
営業時間	19:00〜23:30
定休日	 なし
TEL・FAX	3795-2290
メール	 info@sftokyo.com
http://sftokyo.com

【用途】ホール、ライブハウス、ギャラリー、スタジオ
【定員】55人（着席30人）
【設備】防音、音響拡声、電子ピアノ、ビデオプロジェク
ター、ドラム、ギター・ベースアンプ、エレキギター
【駐車場】なし
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メールで
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