
19

ヤマテピアノ商会

ピアノ調律師による貸しスタジオ。ピアノ常設の5室
があり、バイオリンやフルートなどの持ち込み利用も
可能。声楽やアンサンブルの練習にも最適です。便
利な回数券も（サロンスタジオは除く）。音楽レッスン
も行っています。同ビルに修理工房も併設。

MAP 65

池ノ上

住所	 世田谷区代沢2-43-2
アクセス		京王井の頭線	 	 	

池ノ上駅すぐ
営業時間	9:30〜21:00	 	 	
	 日曜は13:00〜19:00
定休日	 年末年始
TEL	 3411-0745
http://yamate-piano.jp/

【用途】スタジオ
【設備】防音、アップライトピアノ（KAISER）、グランド
ピアノ（YAMAHA・G2E、BECHSTEIN）
【料金】アップライトピアノ540円／30分、グランドピ
アノ810円／30分、サロンスタジオ3240円／1時間
【申し込み】電話で（1カ月前から受け付け）

TAKAGI'S HOME STUDIO

1992年、楽器販売・修理専門店にオープンしたリハ
ーサルスタジオ。大小さまざまなスタジオ6室があり、
バンド練習、個人練習、レッスンに対応しています。
駐車場あり、機材搬入用リフトあり。

MAP 73

池ノ上

【用途】スタジオ
【設備】防音、モニター、ドラムセット、キーボード、
ギター・ベースアンプ
【料金】スタジオA（6系統モニター片面鏡張り）4200円
／1時間、スタジオD	1620円／1時間　他
【申し込み】電話で

住所	 世田谷区北沢1丁目8-2、	 	
	 地下1階
アクセス		京王井の頭線	 	 	

池ノ上駅徒歩1分
営業時間	11:00〜23:00
定休日	 なし
TEL	 3465-6001
http://www.takagis.net/

リハーサルスタジオ＆練習室特集施 情設 報
世田谷区内の音楽施設から「リハーサルスタジオ＆練習室」を紹介します。
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北沢三丁目スタジオ

住宅地にある、一室だけの練習スタジオ。天井高3ｍ、
26帖のゆったり快適なスペース。湿度は常に55％に
なるよう管理。音響にも定評があり、レコーディング
にも最適です。スタジオ内にミーティングテーブルが
あり、軽く一杯飲みながらのリハも可能。

MAP 74

東北沢

住所	 世田谷区北沢3-2-8、	 	
	 長谷川ビル地下1階
アクセス		小田急線		 	 	

東北沢駅徒歩2分
営業時間	8:00〜翌5:00
定休日	 年末年始
TEL	 090-2632-9640		 	
	 （受付時間9:00〜25:00）
メール	 hypom3@gmail.com
http://kitazawa3st.web.fc2.com/

【用途】スタジオ
【設備】PA、ギター・ベースアンプ、ドラム、ピアノ（400
円／1時間）、電子ピアノ（200円／1時間）、マイク、
マイクスタンド、Wi-Fi
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話またはメールで

ピアノスタジオノア下北沢店

2016年9/10にオープン。生ピアノを常設した、ピア
ノ練習をメインとしたスタジオ。2.5帖〜11帖まで全
8室、グランドピアノ5部屋・アップライト3部屋を用
意。Jazzバンドにも対応しています。専用駐車場11
台あり（予約制・有料）。

MAP 75

下北沢

住所	 世田谷区北沢2-34-8
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	8:00〜23:00
定休日	 なし
TEL	 5738-0212
http://www.grandpiano.jp/shimokitazawa2/

【用途】スタジオ
【設備】防音、アップライトピアノ3台、グランドピアノ
5台
【料金】4Bst（2.5帖）1000円／1時間、4Cst（7帖）1600
円〜／1時間
【申し込み】電話で

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下は「最寄り駅名」です
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J-Fenix Music Studio

住所	 世田谷区三軒茶屋2-10-21、		
	 地下1階
アクセス		東急田園都市線	 	 	

三軒茶屋駅徒歩4分
営業時間		10:00〜24:00
定休日	 なし
TEL	 5939-8177
メール	 y.okazaki@j-fenix.co.jp
http://www.j-fenix.co.jp/mystudio

【用途】スタジオ、スクール
【設備】防音、スピーカー、マイク、グランドピアノ、
ウッドベース、ドラムセット、電子ピアノ、ギター・ベ
ースアンプ、16chミキサー
【料金】一人800円〜／1時間、別途楽器メンテナンス
協力費	グランドピアノ200円／1時間、ウッドベース
100円／1時間
【申し込み】Web予約ページから空き状況を見て

グランドピアノ、ウッドベース完備のアコースティッ
ク仕様スタジオ。ジャズ・シャンソン・室内楽など小編
成バンドのリハーサルや2〜6名のボーカルの練習に
最適。利用には会員登録が必要です（登録無料）。ミュ
ージックスクールも開講。詳しくはホームページで。

MAP 76

三軒茶屋

太子堂楽器店

創業88年の老舗楽器店。茶沢通り沿いの便利な立地
で、併設のスタジオは音楽教室・レンタルスタジオと
して永年、近隣の音楽愛好家が利用しています。大
小8室あり全室にピアノを設置。ミニ発表会ができる
部屋もあります。※バンド利用はできません

MAP 64

三軒茶屋

住所	 世田谷区太子堂4-23-14
アクセス		東急田園都市線	 	 	

三軒茶屋駅徒歩1分
営業時間	10:00〜20:00	 	 	
	 土・日曜、祝日は19:00まで
定休日	 	年始（1/1〜3）、夏季3日間	 	

※他、コンサート開催のため年に
数回休業日あり

TEL	 3413-2233
FAX	 3413-2234
http://www.taishidou.co.jp/

【用途】スタジオ
【設備】防音、アップライトピアノ4台、グランドピア
ノ4台
【料金】アップライトピアノ600円／30分、グランド
ピアノ800円／30分、スタインウェイ	B（20名まで）
8000円／1時間※いずれも会員価格
【申し込み】電話で
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せたがや　がやがや館

住所	 世田谷区池尻2-3-11、	 	
	 3階交流室・4階多目的室
アクセス			東急田園都市線	 	 	

池尻大橋駅徒歩7分
営業時間		9:00〜22:00
定休日	 毎月第3日曜、	 	 	
	 年末年始（12/28〜1/4）
TEL	 6450-7908
https://www.setagaya.co.jp/gayagaya/

【用途】練習室
【設備】ピアノ、プロジェクター、音響設備、交流室には
舞台、カラオケ、照明あり
【料金】交流室／9:00〜12:00＝3300円、13:30〜17:00
＝4460円、18:00〜22:00＝8500円　多目的室／9:00
〜12:00＝3300円、13:30〜17:00＝5100円、18:00〜
22:00＝8500円※いずれも平日区民料金
【申し込み】毎月1日の10:00に、6カ月先の1カ月分の利用
抽選を実施

高齢者を中心とする多世代の方が、サークル活動な
どを通じて交流を図れる施設。交流室と多目的室は音
楽活動に利用可。現在は、コーラス、楽器演奏の練習、
カラオケ、コンサート（マンドリン、ハンドベル）等に
利用されています。

MAP 49

池尻大橋

KMAパラダイスホール

住所	 	世田谷区池尻3-28-8
アクセス		東急田園都市線	 	 	

池尻大橋駅徒歩7分
営業時間	9:00〜21:00
定休日	 年末年始
TEL	 0120-987-349
http://www.kma.co.jp/

【用途】ホール、リハーサルスタジオ
【設備】ホームページで確認を
【料金】平日／10:00〜17:00＝3万円／1時間、17:00〜
21:00＝3万5000円／1時間　土・日曜、祝日／10:00
〜17:00＝3万5000円／1時間、17:00〜21:00＝3万
8000円／1時間※備品込み
【申し込み】電話、ホームページでフォーライフレコード社が造ったプロ仕様の本格的な

ライブホール。日本最大規模のアマチュア音楽コンテ
スト予選会場にも指定されています。都内でも一流の
PA&SRシステム、機材が備わっていて、バンドの練
習やリハーサルにも適しています。

MAP 77

池尻大橋

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下は「最寄り駅名」です
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M-Bank STUDIO

住所	 世田谷区駒沢3-2-1、	 	
	 駒沢ヴェルファーレ8階
アクセス		東急田園都市線	 	 	

駒沢大学駅徒歩9分
営業時間	10:00〜22:00
定休日	 不定休
TEL	 5431-3419
メール	 terauchi@m-bank.jp
http://www.m-bank.jp/

【用途】スクール、レンタルスタジオ
【設備】防音、スピーカー、ギター・ベースアンプ、ア
ップライトピアノ、電子ピアノ
【料金】個人練習500円〜／1時間　複数人数の場合
800円〜／1時間。詳しくはホームページで
【申し込み】電話、メールで

ミュージックスクールM-Bankの通常レッスンの空き
時間を一般に開放。アップライトピアノは無料で使用
可。約6帖の部屋が2室あり、各3〜4名での練習が可
能。個人利用の場合はサービスチケットを提供中です。
楽曲制作や簡易デモ作成なども可能。

MAP 78

駒沢大学

Kozmic Studio

音楽レッスン仲介「KMC」のパートナースタジオとし
て、プロのミュージシャンがリハーサルやレッスンに
使用するスタジオ。空いている時間は一般に開放して
います。ギター・ベースアンプその他機材はもちろん、
グランドピアノやハモンドオルガンB-3も常設。

MAP 79

駒沢大学

住所	 世田谷区駒沢3-5-10
アクセス		東急田園都市線	 	 	

駒沢大学駅徒歩8分
営業時間	10:00〜20:00
定休日	 不定休
TEL	 090-7838-5642（担当：小泉）
メール	 kozmic_drums@ca2.so-net.ne.jp
http://www.kmc-co.jp/studio/kozmic.html

【用途】スタジオ
【設備】ホームページで確認を
【料金】2人まで	一般料金1500円／1時間、バンド・グ
ループ	一般料金2500円／1時間
※Hammond　B-3使用の場合はスタジオ料金の他に
1000円／1時間の使用料がかかります
【申し込み】電話またはメールで※完全予約制
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タッドポウルスタジオ経堂

住所	 世田谷区宮坂3-10-7、	 	
	 YMTビル地下1階
アクセス		小田急線		 	 	

経堂駅徒歩1分
営業時間	11:00〜26:00	 	 	
定休日	 年末年始
TEL	 3428-5711
http://www.tadpolestudio.net/kyodo/

【用途】スタジオ
【設備】ホームページで確認を
【料金】個人練習（2人まで）600円/1時間、バンド練習
1600円〜／1時間。パック料金3時間4500円〜※い
ずれも会員価格
【申し込み】電話、または受付カウンターで4つのスタジオとMixルームを備えていて、全室に鏡、

CD-R、MDを完備。マイク、スタンド、シールド類、
ギターアンプは貸し出し無料。個人練習は全室1名1
時間600円（2人まで）です。専用駐車場（予約制・有料）
2台あり。

MAP 80

経堂

梅丘パークホール

住所	 世田谷区松原6-4-1
アクセス		小田急線		 	 	

梅ヶ丘駅徒歩2分
営業時間		9:00〜22:00
定休日	 第1・3月曜（祝日の場合は翌日）、	
	 年末年始（12/28〜1/4）
TEL	 5300-3220
FAX	 5300-3441
http://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/
umegaoka/

【用途】集会室
【定員】120人
【設備】音響拡声、ピアノ、CDプレーヤー、カラーテ
レビ
【駐車場】なし
【料金】8190円〜3万9390円※付帯設備代別
【申し込み】毎月1日に6カ月先の1カ月分を現地で
抽選。抽選後の空きは来館・電話で

2階にある集会室は楽器演奏、コーラス、ダンス等、
さまざまな音楽活動に利用できます。定員120名のホ
ールなので、ミニコンサートや発表会にもお勧めです。
マイク、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、ピアノ等（い
ずれも料金別）もあるので問い合わせを。

MAP 23

梅ヶ丘

※「MAP番号」は、�〜�ページの地図を参照ください。その下は「最寄り駅名」です
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マジックトーンスタジオ

住所	 世田谷区奥沢5-1-16、	 	
	 奥沢駅前ビル地下1階
アクセス		東急目黒線奥沢駅すぐ、	 	

東急東横線・大井町線	 	
自由が丘駅南口徒歩6分

営業時間	24時間
定休日	 不定休
TEL	 5701-0047	 	 	
	 （10:00〜24:00）
メール	 info@magic-tone.com
http://magic-tone.com/

【用途】リハーサルスタジオ
【設備】防音、ギター・ベースアンプ、ドラムセット、キ
ーボード、PA
【料金】平日10:00〜18:00	1620円〜／1時間、平日
18:00〜翌6:00、土・日曜・祝日10:00〜翌6:00		2290
円〜／1時間
【申し込み】電話、メールで

広さ30帖のAstは、ライブ・パーティー等にも利用可
能。ゆったりとしたロビーは、リハーサル後の打ち合
わせに利用できます。料金はお得なナイトパックや
個人練習の設定もあるので、ホームページで確認を。
CDプレスも受け付けています。

MAP 81

奥沢

Jzスタジオ千歳烏山

2013年オープン。6〜14帖の4つのスタジオがあり、
機材はすべて新品。快適に利用できます。機材の使
い方など、丁寧に教えてくれるので気軽に来店を。ハ
モンドオルガンのレンタルもスタート。ビルの隣には
約20台駐車可能なコインパーキングあり。

MAP 82

千歳烏山

住所	 世田谷区南烏山6-6-2、	 	
	 サンマルシェビル地下1階
アクセス		京王線	 	 	 	

千歳烏山駅西口すぐ
営業時間		12:00〜25:00、	 	 	

土曜10:00〜25:00、	 	
日・祝日10:00〜23:00	 	
※シーズンにより変更あり、ホー
ムページで確認を

定休日	 なし
TEL	 6909-1181
http://jz-studio.jp/

【用途】リハーサルスタジオ
【設備】ホームページで確認を
【料金】個人練習550円〜／1時間、バンド練習1100円
〜／1時間※パック料金あり
【申し込み】電話で
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studio LABO（スタジオ ラボ）

音楽リハーサルスタジオ20帖と10帖の2室と、レコ
ーディングスタジオ1室。小ライブ（キャパ25前後）も
できます。レンタル楽器も豊富にあり、和太鼓もレン
タル可能。音楽教室や、和太鼓教室TAIKO-LAB等々
力も行っています。音楽制作も行っています。

MAP 83

等々力

住所	 世田谷区等々力3-13-15
アクセス		東急大井町線	 	 	

等々力駅徒歩2分
営業時間	10:00〜23:00
定休日	 なし
TEL	 6314-0120
メール	 studiolabo@h07.itscom.net
http://studiolabo.jp.net

【用途】リハーサルスタジオ、レコーディング
【定員】1人〜
【設備】防音、和太鼓、ライブ、レコーディング
【駐車場】2台
【料金】バンドスタジオ1296円〜、個人練習648円〜
【申し込み】電話で

髙田アートスペース

クラシック音楽、二重奏・三重奏からオーケストラ、
オペラ、コーラスまで、あるいは各種舞踊、ミュージ
カルなどのリハーサルのための本格的なレンタルス
ペースとして開設。申込みは利用日の6カ月前から受
け付けています。駐車場あり。

MAP 84

等々力

住所	 世田谷区等々力3-5-2、	 	
	 ヒューリック等々力ビル地下1階
アクセス		東急大井町線	 	 	

等々力駅すぐ
営業時間	9:00〜21:00
定休日	 12/31〜1/3
TEL	 5707-9666
http://www.takata21.net/art_sp/

【用途】スタジオ
【設備】防音、ピアノ、ペダルティンパニ、バスドラム
※楽器はいずれも有料
【料金】月〜金曜8000円／1時間（10名以下の利用の場
合は半額※平日のみ）、土・日曜・祝日9600円／1時間
※土・日曜・祝日のみまとめ割引：4時間／3万2000円
〜。詳しくはウェブで
【申し込み】電話で問い合わせた後、FAXまたは郵送で

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




