施 設 情報
いつかは上がってみたい、憧れの舞台。世田谷区内の名ホールをピックアップしてご紹介します。

アレーナホール・サロン
駅に隣接する玉川高島屋ショッピングセンターの中にあります。ホール側は
コンサートなどの中型の催しに対応でき、サロンは小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。
住所 世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S・C 西館1F

アクセス 東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅より徒歩3分
営業時間 9:30 〜 21:30 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 控室（メイクアップルーム兼用・仮設1含む）2部屋、出演者用トイレ1カ所、厨房、

（コート類 約200着収容可能）
、受付カウンターなど
クローク
駐車場 玉川髙島屋S・C駐車場を利用
申込み 空き状況は電話で。予約は申込書を提出

● アレーナホール使用料 ※オペレーター人件費・備品 リース代別

● アレーナサロン使用料 ※オペレーター人件費・備品 リース代別

全日使用

324,000円（平日） 540,000円（土・日・祝）

全日使用

半日使用

162,000円（平日） 324,000円（土・日・祝）

半日使用

※ホール・サロンひと続
きでのご利用も可能
です。詳しくはお問い
135,000円（平日） 216,000円（土・日・祝）
合わせください

270,000円（平日） 378,000円（土・日・祝）

iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ
イッツコムが運営する多目的ホール。ステージ・客席は思いのままレイアウ
トできます。グランドピアノも常設。さらにテレビスタジオとしての機能も
あり、高さ約７ｍからの照明演出は首都圏では稀有な施設。映像収録も可能
です。様々な舞台演出を手がけてきたスタッフがサポートいたします。
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 二子玉川駅より徒歩3分
定休日 1月1日
tel. 6732-7340

fax 3700-8539

http://www.itscom.net/sh/biz/

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、グランドピアノ、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

申込み 空き状況は電話で。予約は申込書を提出
● 基本利用料金

※付帯設備代、オペレーター人件費別、詳細は電話で

全日使用

9:00 ～ 21:30

450,000円（平日）

650,000円（土・日・祝）

半日使用（午前）

9:00 ～ 15:00

150,000円（平日）

250,000円（土・日・祝）

半日使用（午後）

15:00 ～ 21:30

300,000円（平日）

400,000円（土・日・祝）

※時間外延長利用（7:00～9:00、
21:30～23:30）もあります。
詳しくはお問い合わせください

オーキッド ミュージック サロン
「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。
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・大井町線 二子玉川駅より徒歩3分
営業時間 9:30 〜 21:30
（練習室のみは10:00〜 19:00） 定休日 月曜
（祝日の場合翌日）
tel. 5797-5415 fax 5797-5416 mail 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
（推奨85人）
、練習室５人・８人
設備 防音、音響拡声、ピアノ
（ベーゼンドルファー 225）など 駐車場 なし
申込み 来館、電話にて。後に申込書を提出
● サロン〈通常利用〉料金

1区分
（午前）

※付帯設備代別、詳細は電話で

（午後）

9:30～12:00
13:00～16:30

19,000円（平日）
28,500円（平日）

28,500円（土）
38,000円
（土）

33,000円（日・祝）
47,500円（日・祝）

（夜間）

17:30～21:30

46,500円
（平日）

57,000円（土）

61,000円（日・祝）

※２区分
（9:30～16:30、13:00～21:30）
3区分
（9:30～21:30）
の料金設定もあり
ます。詳しくはお問い合わせください
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下北沢アレイホール
「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。
住所 東京都世田谷区北沢2-24-8 下北沢アレイビル3階

アクセス 小田急線・井の頭線 下北沢駅北口より徒歩2分
営業時間 13:00 〜 18:30 定休日 不定休 tel.& fax 3468-1086
mail alleyhall@nifty.com

http://alleyhall.music.coocan.jp/

用途 ホール、レンタルスペース 定員 80 〜100人
設備 防音、ピアノ
（スタインウェイMサイズ）
、ミキサー (MACKIE CFX16 MIXER)、

オーディオミキサー、AVミキサーなど
駐車場 なし
申込み 電話、メールで
● 基本利用料金

※付帯設備代等別、午前中の使用も可能です。ご相談ください

全日使用

12:00 ～ 22:00

60,000円（平日）

70,000円（土・日・祝）

時間使用
1時間あたり

12:00 ～ 17:00

@7,000円（平日）

@8,000円（土・日・祝）

17:00 ～ 22:00

@8,000円（平日）

@9,000円（土・日・祝）

昭和女子大学人見記念講堂
「昭和女子大学人見記念講堂」は、建学の精神を具現化する施設として、昭和
55年4月、学園創立60周年を記念して建設されました。コンピュータ制御
による音響・照明等の設備を備え、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外部一般にも貸
し出しています。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。
住所 世田谷区太子堂1-7-57

アクセス 東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩7分
開館時間 8:30 〜 22:00 休館日 年末年始ほか

tel. 3411-5120 fax 3411-2657 mail koudou@swu.ac.jp
http://hall.swu.ac.jp/
用途 ホール、劇場 定員 2,008席
設備 防音、音響拡声、ピアノ、可動音響反射板など
駐車場 なし
料金 平日126,468円、土・日・祝152,172円（1時間／基本料金)
申込み 電話で

松本記念音楽迎賓館
「松本記念音楽迎賓館」は閑静な住宅街に位置し、パイプオルガンやチェン
バロ、ピアノなども備えた小ホールと音楽資料室があります。周辺の住環境
と、音楽鑑賞振興及び教育に理解いただける個人、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。
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
営業時間 10:00 〜 17:00 定休日 水・木曜
tel. 3709-5951 fax 3707-3751
mail 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、パイプオルガン、チェンバロ、ピアノ
（ベーゼンドルファー）、

マリンバ、ヴィブラフォン、ビデオプロジェクターなど
駐車場 電話で問い合わせを
施設維持協力金 電話で問い合わせを
申込み 電話で問い合わせを
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