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施 情設 報

世田谷区立北沢タウンホール（北沢区民会館）

住所	 世田谷区北沢2-8-18
アクセス		小田急線・京王井の頭線
	 下北沢駅徒歩5分
開館時間	9時〜22時
休館日	 第1・3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
TEL	 5478-8006
FAX	 5478-8007
http://kitazawatownhall.jp

【用途】ホール、集会室、サロンルーム
【定員】ホール294人、集会室36人・60人、ミーティン
グルーム72人、サロンルーム（スカイサロン）立席80
人・着席60人
【ホール設備】防音、音響拡声、ピアノ、プロジェクター
【駐車場】23台
【料金】ホール2万7430円〜13万1690円、集会室・ミー
ティングルーム2860円〜1万3910円、サロンルーム
（スカイサロン）6500円〜3万1460円※付帯設備代別
【申し込み】毎月1日に6カ月先分を現地で抽選。
抽選後の空きは来館・電話で

下北沢のランドマーク的存在である同ホールは、演劇・
音楽だけでなくダンス・お笑い・格闘技などジャンルを
超えた“なんでもあり”の多目的ホールです。また、会
議や趣味のサークルに利用できる3つの集会室、ちょ
っとしたパーティーやソシアルダンスの場として最適
なスカイサロンといった施設も併設しています。	

MAP 1

下北沢

下北沢アレイホール

住所	 世田谷区北沢2-24-8-3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	13時〜18時30分
定休日	 不定休
TEL	 3468-1086
メール	 alleyhall@nifty.com
http://www.alleyhall.com

【用途】ホール、レンタルスペース
【定員】70人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ
【駐車場】なし
【料金】ホール7000円〜9000円（1時間）、6万円〜
7万円（10時間まで）
【申し込み】電話、メールで

「下北沢アレイホール」はあたたか味のある多目的スペ
ースで、思い思いのときを過ごすことができます。ス
タインウェイのピアノと木の床と…。演奏会はもちろ
ん、演劇・展示会・発表会など、いろいろに利用するこ
とができます。
〈フロア面積〉40坪　〈天井高〉2m10cm／2m30cm

MAP 2

下北沢

ホール特集
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施設情報

昭和女子大学人見記念講堂

住所	 世田谷区太子堂1-7-57
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅
	 徒歩7分
開館時間	8時30分〜22時
休館日	 年末年始ほか
TEL	 3411-5120
FAX	 3411-2657
メール	 koudou@swu.ac.jp
http://hall.swu.ac.jp

【用途】ホール、劇場
【定員】2008人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ、可動音響反射板
【駐車場】なし
【料金】12万6468円、土・日曜・祝日15万2172円
（１時間／基本料金）
【申し込み】電話で

「昭和女子大学人見記念講堂」は、昭和55年、学園創
立60周年を記念して建設されました。音響効果のす
ばらしさには定評があります。学内使用が多くを占め
ていますが、空き状況によっては学外にも貸し出しを
行っています。外部貸し出しの要領は、ホームページ
で確認してください。

MAP 17

三軒茶屋

世田谷区立成城ホール（砧区民会館）

住所	 世田谷区成城6-2-1
アクセス		小田急線成城学園前駅徒歩4分
開館時間	9時〜22時
休館日	 年末年始、設備保守点検日
TEL	 3482-1313
FAX	 3482-7832
メール	 info@seijohall.jp
http://www.seijohall.jp

【用途】ホール
【定員】297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】24台
【料金】2万7430円〜13万1690円
【申し込み】毎月1日（1月は5日）に6カ月先分を現地で
抽選。抽選後の空きは来館・電話で

豊かな自然に恵まれた街・成城に位置する同ホールは、
多目的ホールや集会室などを備えた複合施設です。多
目的ホールでは、コンサートや演奏会、講演、演劇、
ダンス、シアター、各種発表会を、また各集会室では
サークル活動や会議、セミナー、パーティー、軽体操
などさまざまな催しものに利用することができます。

MAP 27

成城学園前

世田谷区内にある音楽施設から、「ホール」をピックアップして紹介します。
※「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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世田谷区立烏山区民会館

住所	 世田谷区南烏山6-2-19、
	 烏山区民センター内
アクセス		京王線千歳烏山駅徒歩2分
開館時間	9時〜22時
休館日	 第1・3月曜（祝日の場合は翌日）、
	 12月28日〜1月4日
TEL	 3326-3511
FAX	 5313-0009
http://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/
karasuyama/facilities/

【用途】ホール、集会室
【定員】ホール430人（382席）、集会室120人
【設備】ホール：防音、音響拡声、ピアノ、集会室：音響拡
声、ビデオプロジェクター【駐車場】4台
【料金】ホール2万5320円〜12万1560円、
集会室6000円〜2万9040円※付帯設備代別
【申し込み】毎月1日に6カ月先分を現地で抽選（土・日
曜・祝日、休館日の場合は翌日）

世田谷区の北の中心地、千歳烏山駅前に立地し、商店
街の賑わいの中にある施設です。区民の皆さまの文
化・コミュニティの場として、各種コンサートをはじめ、
映画の試写会、講演会、団体行事など、広く利用する
ことができます。ほかに会議、講演会などに利用でき
る集会室も併設しています。

MAP 31

千歳烏山

キッド・アイラック・アート・ホール

住所	 世田谷区松原2-43-11
アクセス		京王線明大前駅徒歩2分
営業時間	10時〜22時
定休日	 火曜
TEL	 3322-5564
FAX	 3322-5676
メール	 arthall@kidailack.co.jp
http://www.kidailack.com

【用途】ホール、劇場、ギャラリー
【定員】ホール50人、ギャラリー30人	
【設備】音響拡声、ビデオプロジェクター、
照明機材
【駐車場】なし
【料金】ホール2万1600円から（半日）、ギャラリー
6万4800円から（1週間）
【申し込み】電話、メールで

同ホールは、著作家・美術評論家の窪島誠一郎さんが
1964年に設立した小劇場（ホール）。1階ホールではラ
イブやコンサート、演劇に加えお笑いなど各種イベン
トに、3階・5階のギャラリーでは絵画や写真などの展
示に利用できます。また、ギャラリーと地下1階ブッ
クカフェもミニコンサートや朗読会に利用できます。

MAP 29

明大前
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施設情報

世田谷区立玉川区民会館

住所	 世田谷区等々力3-4-1
アクセス		東急大井町線等々力駅徒歩1分
開館時間	9時〜22時
休館日	 第2・4月曜（祝日の場合は翌日）、
	 年末年始（12/28〜1/4）
TEL	 3702-1675
FAX	 3702-1275
http://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/
tamagawa/

【用途】ホール（劇場）・集会室
【定員】ホール（劇場）474人、集会室30〜55人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ（以上ホールのみ）、
ビデオプロジェクター
【駐車場】なし
【料金】ホール（劇場）2万5320円から、集会室1680円
から※付帯設備代別※詳細は電話で
【申し込み】ホール（劇場）／毎月1日に6カ月先分を抽
選。抽選後の空きは電話で。集会室／毎月1日に電話で
（先着順・6カ月先分）

「玉川区民会館」は、地域の皆さまの相互交流や文化活
動の場となることを目的とした施設です。471席（車椅
子席3席）のホールは、グランドピアノをはじめ、本格
的な音響・照明・映写・舞台設備を備えていて、音楽会、
映画会、講演会、演劇、舞踊などに利用することがで
きます。

MAP 37

等々力

世田谷区立中町ふれあいホール

住所	 世田谷区中町4-21-1
アクセス		東急大井町線上野毛駅徒歩10分
開館時間	9時〜22時
休館日	 年末年始、保守点検日
TEL・FAX	3701-5667
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/	
1215/1268/d00007722.html

【用途】ホール
【定員】198人
【設備】音響拡声、ピアノ、ビデオプロジェクター、
照明設備、音響設備
【駐車場】なし
【料金】3300円〜1万6500円
【申し込み】現地事務所へ問い合わせを“地域のふれあいの場”の一つとしてつくられた小規

模集会施設。講習会や小音楽会、発表会はもちろん、
少人数での楽器練習などにも利用することができま
す。ほかに、750インチ（7ｍ×2.6ｍ）の大スクリーン
も備えているので、手持ちのビデオやDVDを映画館
に迫る大画面・大音量で上映することもできます。

MAP 38

上野毛
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アレーナホール・サロン

住所	 世田谷区玉川3-17-1、
	 玉川髙島屋S・C内
アクセス		東急田園都市線・大井町線	 	

二子玉川駅徒歩3分
営業時間	9時30分〜21時30分
定休日	 1月1日
TEL	 3709-2222
http://www.tamagawa-sc.com/arena/

【用途】ホール、劇場、ギャラリー
【定員】ホール250人、サロン80人（イス席配置の場合）
【設備】厨房
【駐車場】玉川髙島屋S・C駐車場を利用
【料金】ホール16万2000円〜54万円、サロン13万
5000円〜37万8000円※オペレーター人件費・備品
リース代別
【申し込み】電話で

建築家・團紀彦さん設計によるアレーナホールは、フロ
ーリングや大理石の柱などを用い、上質の都市文化が
薫るデザイン。併設のアレーナサロンは白を基調とした
上品なつくりで、中型の催しに最適です。ともに目的に
応じてレイアウト変更が可能で、高度な演出に対応でき
る音響・照明システム、厨房設備などを備えています。

MAP 39

二子玉川

iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

住所	 世田谷区玉川1-14-1、
	 二子玉川ライズ2階
アクセス		東急田園都市線・大井町線
	 二子玉川駅徒歩3分
休館日	 元日
TEL	 6732-7340
FAX	 3700-8539
http://www.studio-hall.jp/

【用途】ホール、ライブハウス、劇場、ギャラリー、ス
タジオ
【定員】340人
【設備】防音、音響拡声、ビデオプロジェクター（4K含む）
【駐車場】二子玉川ライズ駐車場を利用
【料金】15万円〜65万円、半日利用あり※付帯設備代
別※詳細は電話で
【申し込み】空き状況は電話で。予約は申込書を提出

イッツコムならではの放送・映像化機能、インターネ
ット配信機能を完備。館内と隣接の中央広場との双方
利用など、街と一体となったイベントや、4K作品の
上映、収録も可能です。また、それらイベントをテレ
ビ・ラジオ・インターネットなどの放送を通じ、全国・世
界へ配信することも可能です。

MAP 50

二子玉川
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施設情報

オーキッド ミュージック サロン

住所	 世田谷区玉川2-2-1、二子玉川
	 ライズバーズモール地下1階
アクセス		東急田園都市線二子玉川駅徒歩3分
営業時間	9時30分〜21時30分
	 （練習室のみ利用は10時〜21時）
定休日	 月曜（祝日の場合は翌日）
TEL	 5797-5415
FAX	 5797-5416
メール	 s.music.c@violin.ocn.ne.jp
http://www.s-music-c.co.jp

【用途】ホール、ギャラリー、練習室
【定員】ホール100人、練習室5人・8人
【設備】防音、音響拡声、ピアノ
【駐車場】なし
【料金】練習室770円から（30分）。ホールは問い合わせを
【申し込み】来館、電話で申し込み後、申込書を提出

「オーキッド	ミュージック	サロン」は、クラシック音
楽演奏用に設計されたサロンを中心に、アンサンブル
も可能な2つの練習室及びアート・ギャラリーから構
成された複合芸術施設です。演奏会、マスタークラス、
講演会、個展など、さまざまな利用が可能です。

MAP 40

二子玉川

松本記念音楽迎賓館

住所	 世田谷区岡本2-32-15
アクセス		東急田園都市線二子玉川駅からバ

ス「岡本三丁目」下車徒歩5分
受付時間	10時〜17時
定休日	 水・木曜
TEL	 3709-5951
FAX	 3707-3751
メール	 takashi_yokota@post.pioneer.co.jp
http://ongakugeihinkan.jp

【用途】ホール、オーディオルーム、レセプションルーム
【定員】ホール50人
【設備】音響拡声、ピアノ、ビデオプロジェクター
【駐車場】電話で問い合わせを
【料金】電話で問い合わせを
【申し込み】電話で問い合わせを

「松本記念音楽迎賓館」は閑静な住宅街に位置し、パ
イプオルガンをはじめチェンバロ、ヴィブラフォンな
ども備えたホールです。単なる貸しホールではなく音
楽鑑賞振興及び教育に理解いただける人、もしくは団
体に貸し出しています。利用を希望する人は、まずは
相談をしてください。

MAP 41

二子玉川
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世田谷区立上用賀アートホール（玉川区民会館別館）

住所	 世田谷区上用賀5-14-1-102
アクセス		東急田園都市線用賀駅徒歩14分
開館時間	9時〜22時
休館日	 第2・4月曜（祝日の場合は翌日）、
	 年末年始（12/28〜1/4）
TEL	 3708-4455
FAX	 3708-4456
http://www.kamiyouga-arthall.hall-info.jp/

【用途】ホール、集会室
【定員】118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】6500円から※付帯設備代別※詳細は電話で
【申し込み】毎月1日に6カ月先分を抽選。抽選後の
空きは電話で

上用賀アートホールは、地域の皆さんの相互交流や
文化活動の場となることを目指した施設です。

MAP 46

用賀

世田谷区立世田谷区民会館

住所	 世田谷区世田谷4-21-27
アクセス		東急世田谷線松陰神社前駅・
	 世田谷駅徒歩5分
開館時間	9時〜22時
休館日	 	第2・3月曜（祝日の場合は翌日）、

年末年始
TEL	 5432-2837
FAX	 5432-3033
http://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/
setagaya

【用途】ホール、集会室
【定員】ホール1202席、集会室240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】ホール4万5840円から、集会室1万3800円か
ら※詳細は電話で
【申し込み】毎月1日（1月は7日）に6カ月先分を現地で
抽選

「世田谷区民会館」は、区民の福祉増進と文化の向上を目
的としてつくられたもの。すぐれた音楽、演劇、講演会
等の催し物や、各種の集会に利用できる大ホールと集
会室が設けられています。

MAP 43

松陰
神社前


