
①ホール・劇場・伝統芸能関連施設・ライブスペース

電話番号 URL

1 ＡＫＩＢＡカルチャーズ劇場 千代田区
千代田区外神田1-7-6
ＡＫＩＢＡカルチャーズＺＯＮＥ Ｂ1F

電話番号非公開 http://akibalive.jp/ 100人以上500人未満

2 Ｅｇｇｍａｎ ｔｏｋｙｏ ｅａｓｔ 千代田区
千代田区岩本町2-6-12
曙ビルＢ1F

03-5829-6400 http://www.egg-mte.com/ 100人以上500人未満

3 LIVE GARAGE 秋田犬（あきたいぬ） 千代田区
千代田区岩本町3-7-11
神田KSビルB1F

03-3863-8678 http://www.akitainu-garage.com/ 100人未満

4 ＭＹ ＰＬＡＺＡホール 千代田区
千代田区丸の内2-1-1
明治安田生命ビル内

03-5219-5602 http://www.myplaza.jp/about.html 100人以上500人未満

5 TOKYO FM ホール 千代田区
千代田区麹町1-7
FMセンター2F

03-3221-0080 http://www.tfmhall.jp/ 100人以上500人未満

6 Ｔｏｋｙｏ ＴＵＣ 千代田区
千代田区岩本町2-16-5
ＴＵＣビルＢ1F

03-3866-8393 http://www.tokyotuc.com/ 100人以上500人未満

7 Ｔｗｉｎ Ｂｏｘ ＡＫＩＨＡＢＡＲＡ 千代田区
千代田区外神田3-2-12
Ｂｏｘ’Ｒ ＡＫＩＢＡビルB1F

03-3525-4466 http://tb-akihabara.com/ 100人以上500人未満

8 Ｔｗｉｎ Ｂｏｘ ＧＡＲＡＧＥ 千代田区
千代田区外神田3-2-12
Ｂｏｘ’Ｒ ＡＫＩＢＡビル1Ｆ

03-3525-4466 http://tb-garage.com/ 100人以上500人未満

9 ＷＡＴＥＲＲＡＳ ＣＯＭＭＯＮ ホール 千代田区 千代田区神田淡路町2-101 3Ｆ
03-5294-6300
(平日18時まで)

http://www.waterrascommon.com/hall.html 100人以上500人未満

10 Ｚｉｐｐａｌ Ｈａｌｌ 千代田区
千代田区神田小川町1-4
宮地楽器神田店2Ｆ

03-3255-2755 http://www.miyaji.co.jp/zippalhall/ 100人以上500人未満

11 秋葉原ＣＬＵＢ ＧＯＯＤＭＡＮ 千代田区
千代田区神田佐久間河岸55
ASビルB1F

03-3862-9010 http://clubgoodman.com/ 100人以上500人未満

12 秋葉原地下（旧秋葉原 ROCKET GATE） 千代田区
千代田区神田和泉町1-2-19
石井ビルＢ1F

070-6472-9602 http://akichika.jp/ 100人以上500人未満

13 飯田橋 スペースウィズ 千代田区
千代田区飯田橋1-7-3
増田金属ビルＢ1Ｆ

03-5213-3085 http://www.spacewith.com/ 100人以上500人未満

14 イイノホール 千代田区
千代田区内幸町2-1-1
飯野ビルディング4F-6F

03-3506-3251 https://www.iino.co.jp/hall/ 500人以上1,000人未満

15 いきいきプラザ一番町　(カスケードホール) 千代田区 千代田区一番町12 03-3265-6311 http://www.ikiikiplaza-eiwa.jp/index.html 100人以上500人未満

16 イタリア文化会館 アニェッリホール 千代田区 千代田区九段南2-1-30 03-3264-6011
http://www.iictokyo.esteri.it/IIC_Tokyo/Menu/Istit
uto/La_sede/

100人以上500人未満

17 岩本町ほほえみプラザ　(多目的ホールＡ) 千代田区 千代田区岩本町2-15-3 03-5825-3407 http://www.tama-dhk.or.jp/iwamoto/ 100人未満

18 岩本町ほほえみプラザ　(多目的ホールＢ) 千代田区 千代田区岩本町2-15-3 03-5825-3407 http://www.tama-dhk.or.jp/iwamoto/ 100人未満

19 科学技術館サイエンスホール　(科学技術館サイエンスホール) 千代田区 千代田区北の丸公園2-1 03-3212-8485 http://www.event-jsf.jp/science-hall 100人以上500人未満

20 霞が関コモンゲート　(霞が関ナレッジスクエア) 千代田区 千代田区霞が関3-2-1 03-3288-1921 http://www.kk2.ne.jp/kk2/index.html/ 100人以上500人未満

21 神田さくら館　(多目的ホール) 千代田区 千代田区神田司町2-16 03-3256-6061
https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/annai/022.
html

100人未満

22 紀尾井町サロンホール 千代田区
千代田区紀尾井町3-29
紀尾井町アークビル1Ｆ

03-6272-4711 http://www.ark-home.jp/hall/ 100人未満

23 紀尾井ホール　(紀尾井ホール) 千代田区 千代田区紀尾井町6-5 03-5276-4500 http://www.kioi-hall.or.jp/ 500人以上1,000人未満

24 紀尾井ホール　(紀尾井小ホール) 千代田区 千代田区紀尾井町6-5 03-5276-4500 http://www.kioi-hall.or.jp/ 100人以上500人未満

25 国立演芸場　(国立演芸場) 千代田区 千代田区隼町4-1 03-3265-7411 http://www.ntj.jac.go.jp/engei.html 100人以上500人未満

26 国立劇場　(大劇場) 千代田区 千代田区隼町4-1 03-3265-7411 http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu.html 1,500人以上2,000人未満

27 国立劇場　(小劇場) 千代田区 千代田区隼町4-1 03-3265-7411 http://www.ntj.jac.go.jp/kokuritsu.html 500人以上1,000人未満

28
在日本韓国YMCA アジア青少年センター 　YMCA Hotel　(ス
ペースYホール)

千代田区 千代田区猿楽町2-5-5 03-3233-0611
http://www.ymcajapan.org/ayc/hotel/jp/index.ht
ml

100人以上500人未満

29 シアタークリエ 千代田区 千代田区有楽町1-2-1 03-3591-2400 http://www.toho.co.jp/stage/theatre_crea/ 500人以上1,000人未満

30 神保町花月（神保町シアタービル） 千代田区
千代田区神田神保町1-23
神保町シアタービル2F

03-3219-0678 http://www.yoshimoto.co.jp/jimbocho/ 100人以上500人未満

31 星陵会館　(ホール) 千代田区 千代田区永田町2-16-2 03-3581-5650 http://www.seiryokai.org/kaikan.html 100人以上500人未満

32 セルバンテス文化センター東京 千代田区 千代田区六番町2-9 03-5210-1800 http://tokio.cervantes.es/jp/default.shtm 100人以上500人未満

33 全電通ホール 千代田区 千代田区神田駿河台3-6 03-3219-2211 http://www.zhall.or.jp/index.html 100人以上500人未満

34
ちよだアートスクエア（アーツ千代田3331）　(コミュニティスペー
ス)

千代田区 千代田区外神田6-11-14 03-6803-2441 http://www.3331.jp/ 100人以上500人未満

35 千代田区立内幸町ホール　(ホール) 千代田区 千代田区内幸町1-5-1 03-3500-5578 http://www.uchisaiwai-hall.jp/ 100人以上500人未満

36
千代田区立日比谷図書文化館　(日比谷コンベンションホール
（大ホール）)

千代田区 千代田区日比谷公園1-4 03-3502-3345 http://hibiyal.jp/hibiya/index.html 100人以上500人未満

37 千代田区立日比谷図書文化館　(スタジオプラス（小ホール）) 千代田区 千代田区日比谷公園1-4 03-3502-3345 http://hibiyal.jp/hibiya/index.html 100人未満

38 千代田区立九段生涯学習館　(レクリエーションホール) 千代田区 千代田区九段南1-5-10 03-3234-2841 http://www.kudan-ll.info/ 100人以上500人未満
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39 ちよだパークサイドプラザ　(多目的ホール) 千代田区 千代田区神田和泉町1 03-3864-8931
https://www.city.chiyoda.lg.jp/shisetsu/annai/021.
html

100人以上500人未満

40 帝国劇場 千代田区 千代田区丸の内3-1-1 03-3213-7221 https://www.toho.co.jp/stage/teigeki/ 1,500人以上2,000人未満

41 東京ＣＯＴＴＯＮ ＣＬＵＢ 千代田区
千代田区丸の内2-7-3
東京ビルTOKIA 2F

03-3215-1555 http://www.cottonclubjapan.co.jp/ 100人以上500人未満

42 東京YWCA会館　(カフマンホール) 千代田区 千代田区神田駿河台1-8-11 03-3293-5423 http://www.tokyo.ywca.or.jp/kashikaijo/ 100人以上500人未満

43 東京国際フォーラム　(ホールA) 千代田区 千代田区丸の内3-5-1 03-5221-9000 https://www.t-i-forum.co.jp/ 2,000人以上

44 東京国際フォーラム　(ホールC) 千代田区 千代田区丸の内3-5-1 03-5221-9000 https://www.t-i-forum.co.jp/ 1,500人以上2,000人未満

45 東京国際フォーラム　(ホールD7) 千代田区 千代田区丸の内3-5-1 03-5221-9000 https://www.t-i-forum.co.jp/ 100人以上500人未満

46 東京国際フォーラム　(ホールB7) 千代田区 千代田区丸の内3-5-1 03-5221-9000 https://www.t-i-forum.co.jp/ 1,000人以上1,500人未満

47 東京宝塚劇場 千代田区 千代田区有楽町1-1-3 03-5251-2001 http://kageki.hankyu.co.jp/theater/tokyo/ 2,000人以上

48 日経ホール 千代田区 千代田区大手町1-3-7 03-6256-7686 http://www.nikkei-hall.com/ 500人以上1,000人未満

49 日生劇場 千代田区 千代田区有楽町1-1-1 03-3503-3111 http://www.nissaytheatre.or.jp/ 1,000人以上1,500人未満

50 日本教育会館　(一ツ橋ホール) 千代田区 千代田区一ツ橋2-6-2 03-3230-2831 http://www.jec.or.jp/ 500人以上1,000人未満

51 馬喰町Ａ ＢＯＭＢＥＲ 千代田区
千代田区東神田1-3-3
ケイシンビルB1F

03-3851-3788 http://www.keising.co.jp/html/page86.html 100人以上500人未満

52 一橋大学　一橋講堂 千代田区
千代田区一ツ橋2-1-2
学術総合センター内

03-4212-3900 http://www.hit-u.ac.jp/hall/index.html 500人以上1,000人未満

53 日比谷公会堂　(公会堂) 千代田区 千代田区日比谷公園1-3 03-3591-6388 http://hibiya-kokaido.com/ 2,000人以上

54 松尾ホール 千代田区
千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビルB1F

03-3539-1845 http://www.h-matsuo.co.jp/ 100人未満

55 丸ビルホール 千代田区
千代田区丸の内2-4-1
丸ビル7F・8F

03-3217-7111 http://www.marunouchi-hc.jp/hc-marubiru/ 100人以上500人未満

56 明治大学 アカデミーホール 千代田区 千代田区神田駿河台1-1 03-3296-4337 http://www.meiji.ac.jp/kanzai/academyhall.html 1,000人以上1,500人未満

57 有楽町朝日ホール 千代田区
千代田区有楽町2-5-1
有楽町マリオン11F

03-3284-0131 http://www.asahi-hall.jp/yurakucho/ 500人以上1,000人未満

58 有楽町よみうりホール 千代田区
千代田区有楽町1-11-1
読売会館7F

03-3231-0551 http://yomi-h.jp/ 1,000人以上1,500人未満

59 よみうり大手町ホール　(よみうり大手町ホール) 千代田区 千代田区大手町1-7-1 03-6739-5838 http://yomi.otemachi-hall.com/ 500人以上1,000人未満

60 よみうり大手町ホール　(小ホール) 千代田区 千代田区大手町1-7-1 03-6739-5838 http://yomi.otemachi-hall.com/ 100人以上500人未満

61 らくごカフェ 千代田区
千代田区神田神保町2-3
神田古書センター5Ｆ

03-6268-9818 http://rakugocafe.exblog.jp/ 100人未満

62 ＢＬＵＥ ＭＯＯＤ 中央区
中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス1Ｆ

03-3549-6010 https://blue-mood.jp/ 100人以上500人未満

63 GINZA Lounge ZERO 中央区
中央区銀座7-5-4
毛利ビル7F

03-6274-6631 http://ginza-zero.jp/ 100人未満

64 ＨＩＴ ＳＴＵＤＩＯ ＴＯＫＹＯ 中央区
中央区日本橋3-2-17
日伸ビルB1F

03-5205-3800 http://big-echo.jp/hst/ 100人以上500人未満

65 Ｍｉｉｙａ Ｃａｆｅ 中央区
中央区銀座6-3-16
泰明ビル4Ｆ

03-3571-5402 http://www.miiya-cafe.com/ 100人未満

66 RockyTop 中央区
中央区銀座7-8-19
東京ビル3F

03-3571-1955 http://www.liverocky.com/index.html 100人未満

67 王子ホール 中央区 中央区銀座4-7-5 03-3564-0200 http://www.ojihall.jp/ 100人以上500人未満

68 お江戸日本橋亭 中央区
中央区日本橋本町3-1-6
日本橋永谷ビル1Ｆ

03-3245-1278 http://ntgp.co.jp/engei/nihonbasi/index.html 100人以上500人未満

69 歌舞伎座 中央区 中央区銀座4-12-15 03-3545-6800 http://www.kabuki-za.co.jp/ 1,500人以上2,000人未満

70 京橋プラザ区民館　(多目的ホール) 中央区 中央区銀座1-25-3 03-3561-5163 http://chuo7kuminkan.com/about/kyobashi-p.html 100人以上500人未満

71 銀座 SOLA 中央区
中央区銀座2-2-18
TH銀座ビル10F

03-6264-4971 http://ginza-sola.com/ 100人未満

72 銀座ケントス 中央区
中央区銀座8-2-1
ニッタビル9F

03-3572-9161 http://www.kentos-tokyo.jp/ginza/ 100人以上500人未満

73 銀座タクト 中央区
中央区銀座6-9-15
タクトワンビルＢ1F

03-3571-3939 http://ginzatact.com 100人以上500人未満

74 銀座みゆき館劇場 中央区
中央区銀座6-5-17
銀座みゆき館ビルB1F

03-3574-0694 http://www.latestapollo.com/a14b/a14_map.html 100人未満

75 時事通信ホール 中央区 中央区銀座5-15-8 03-3546-6606 http://www.jiji.com/hall/ 100人以上500人未満

76 ジャズクラブ 銀座スウィング 中央区
中央区銀座西2-2
銀座インズ2　2F

03-3563-3757 http://ginzaswing.jp/ 100人未満

77 シャンソニエ蛙たち 中央区
中央区銀座西7-8先
コリドー街

03-3571-4417 http://www.kaerutachi.jp/ 100人未満
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http://ginzaswing.jp/
http://www.kaerutachi.jp/
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78 新橋演舞場 中央区 中央区銀座6-18-2 03-3541-2600 http://www.shinbashi-enbujo.co.jp/ 1,000人以上1,500人未満

79 第一生命ホール 中央区 中央区晴海1-8-9 03-3532-3535 http://www.dai-ichi-seimei-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

80 中央区中央会館（銀座ブロッサム）　(ホール) 中央区 中央区銀座2-15-6 03-3542-8585 http://ginza-blossom.jp/ 500人以上1,000人未満

81 中央区立日本橋公会堂　(ホール（日本橋劇場）) 中央区 中央区日本橋蛎殻町1-31-1 03-3666-4255 http://www.nihonbasikokaido.com/ 100人以上500人未満

82 月島社会教育会館　(ホール) 中央区 中央区月島4-1-1 03-3531-6367 http://chuo-shakyo.shopro.co.jp/ 100人以上500人未満

83 月夜の仔猫３６５１ 中央区
中央区銀座8-3-11
和恒ビルＢ1Ｆ

03-3573-3651 http://www.asumi.com/ 100人未満

84 東京証券会館 中央区 中央区日本橋茅場町1-5-8 03-3667-9210 http://www.ts-kaikan.co.jp/ 100人以上500人未満

85 東京建物八重洲ホール 中央区
中央区八重洲1-9-8
ヤエスメッグビルＢ1F・B2F

03-3274-0941 http://www.tatemono.com/enterprise/build/hall/ 100人以上500人未満

86 日本橋社会教育会館　(ホール) 中央区 中央区日本橋人形町1-1-17 03-3669-2102 http://chuo-shakyo.shopro.co.jp/ 100人以上500人未満

87 日本橋三井ホール 中央区
中央区日本橋室町2-2-1
COREDO室町1 5F

03-5200-3210 http://www.nihonbashi-hall.jp/ 1,000人以上1,500人未満

88 博品館劇場 中央区 中央区銀座8-8-11 03-3571-1003 http://theater.hakuhinkan.co.jp/ 100人以上500人未満

89 浜離宮朝日ホール　(音楽ホール) 中央区
中央区築地5-3-2
朝日新聞東京本社新館2F

03-5541-8710 http://www.asahi-hall.jp/hamarikyu/ 500人以上1,000人未満

90 浜離宮朝日ホール 　(小ホール) 中央区
中央区築地5-3-2
朝日新聞東京本社新館2F

03-5541-8710 http://www.asahi-hall.jp/hamarikyu/ 100人以上500人未満

91 晴海客船ターミナルホール　(晴海ターミナルホール) 中央区 中央区晴海5-7-1 4Ｆ 03-3536-8651 http://www.tptc.co.jp/terminal/guide/harumi/hall 500人以上1,000人未満

92 ブディストホール 中央区 中央区築地3-15-1 03-3248-0798 http://buddhisthall.com/index.htm 100人以上500人未満

93 三越劇場 中央区 中央区日本橋室町1-4-1 0120-03-9354
http://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/theater/index.
html;jsessionid=HLxjWwZLN4L0nbS3h5Z3MhmDky
GLMypYqLfrmBFRGwBhn2DWvH40!-1361413285

500人以上1,000人未満

94 明治座 中央区 中央区日本橋浜町2-31-1 03-3660-3939 http://www.meijiza.co.jp/ 1,000人以上1,500人未満

95 ヤマハ銀座スタジオ 中央区
中央区銀座7-9-14
ヤマハ銀座ビルＢ2F

03-3572-3139
http://www.yamaha.co.jp/yamahaginza/studio/sea
tinglist.html

100人以上500人未満

96 ヤマハホール 中央区 中央区銀座7-9-14 03-3572-3139 http://www.yamaha.co.jp/yamahaginza/ 100人以上500人未満

97 ＡＢＢＥＹ ＲＯＡＤ 港区
港区六本木4-11-5
六本木ビル アネックスB1F

03-3402-0017 http://www.abbeyroad.ne.jp/ 100人以上500人未満

98 ＡＭＢＩＥＮＴＥ 港区
港区高輪4-24-40
高輪プリンセスガルテン内

03-3443-1521 http://www.p-garten.co.jp/ambiente/ 100人以上500人未満

99 Bar Coredo NOGIZAKA 港区
港区赤坂9-6-41
乃木坂ビルB1F

03-6434-7808 http://www.barcoredo.com/ 100人未満

100 Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ－ＬＩＶＥ東京 港区
港区赤坂9-7-4
東京ミッドタウンガーデンテラス4F

03-3405-1133 http://www.billboard-live.com/t_index.html 100人以上500人未満

101 ＢＩＲＤＬＡＮＤ 港区
港区赤坂2-14-33
赤坂三田ビルB2F

03-3583-3456 http://www.birdland-tokyo.jp/index.html 100人未満

102 ｃｌｕｂ　ｅX 港区 港区高輪4-10-30 03-3440-1111 http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/clubex/ 100人以上500人未満

103 ＣＲＡＷＦＩＳＨ 港区
港区赤坂3-11-7
ソシアル赤坂地下

03-3584-2496 http://crawfish.jp/ 100人未満

104 ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩ 港区 港区西麻布1-2-9 03-6406-2222 http://www.ex-theater.com 1,500人以上2,000人未満

105 Ｆｕｔｕｒｅ ＳＥＶＥＮ 港区
港区南青山6-10-12
フェイス南青山1F

03-6861-7777 http://future7.jp/ 100人以上500人未満

106 ＨＥＡＶＥＮ 青山’ＳＲ 港区
港区北青山2-7-29
WEEZ北青山ビル地下2F

03-6447-0558 http://www.heaven-aoyama.jp/ 100人未満

107 JAZZ RESTAURANT SATIN DOLL 港区
港区六本木4-11-5
六本木ビルアネックス 4F

03-3401-3080 http://www.leglant.com/satindoll/ 100人以上500人未満

108
JR東日本アートセンター
四季劇場　(春)

港区 港区海岸1-10-48 03-5776-6730 https://www.shiki.jp/theatres/gr/shiki/ 1,000人以上1,500人未満

109
JR東日本アートセンター
四季劇場　(秋)

港区 港区海岸1-10-48 03-5776-6730 https://www.shiki.jp/theatres/gr/shiki/ 500人以上1,000人未満

110
JR東日本アートセンター
自由劇場

港区 港区海岸1-10-53 03-5776-6730 https://www.shiki.jp/theatres/gr/jiyu/ 500人以上1,000人未満

111 JTアートホール　アフィニス 港区
港区虎ノ門2-2-1
JTビル2F

03-5572-4945 https://www.jti.co.jp/knowledge/arthall/index.html 100人以上500人未満

112 Live Jazz Lounge TRIBECA 港区
港区港南2-18-1
アトレ品川4F

03-6717-0933 http://www.tribeca.cc/ 100人以上500人未満

113 ｍｏｒｐｈ－ｔｏｋｙｏ 港区
港区六本木4-11-11
六本木GMビルB1F

03-5414-2683 http://www.morph-tokyo.com/ 100人以上500人未満

114 NEW PIER HALL 港区
港区海岸1-11-1
ニューピア竹芝ノースタワー1F

03-3578-0041 http://www.newpier-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

115 ｎｉｃｏｆａｒｒｅ 港区
港区六本木7-14-23
セントラム六本木ビルB1F

03-3478-3750 http://nicofarre.jp/ 100人以上500人未満

116 Restaurant Bar CAY 港区
港区南青山5-6-23
SPIRAL B1F

03-3498-5790 http://www.spiral.co.jp/shop_restaurant/cay/ 100人以上500人未満
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117 Ｓｔａｒ Ｒｉｓｅ Ｔｏｗｅｒ　(STUDIO EARTH) 港区
港区芝公園4-4-7
Studio Earth 5F

03-6721-5450 http://starrise-tower.com/ 100人以上500人未満

118 Ｓｔａｒ Ｒｉｓｅ Ｔｏｗｅｒ　(STUDIO JUPITER) 港区
港区芝公園4-4-7
Studio Earth 5F

03-6721-5450 http://starrise-tower.com/ 100人以上500人未満

119 Ｓｔａｒ Ｒｉｓｅ Ｔｏｗｅｒ　(STUDIO VENUS) 港区
港区芝公園4-4-7
Studio Earth 5F

03-6721-5450 http://starrise-tower.com/ 100人未満

120 THE GRAND HALL 港区
港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー3F

03-5463-9971 http://www.tg-hall.com/ 100人以上500人未満

121 V² TOKYO 港区
港区六本木5-5-1
 ロアビル13F

03-5474-0091 http://www.v2tokyo.com/ 500人以上1,000人未満

122 Zeppブルーシアター六本木 港区 港区六本木5-11-12 03-5414-3255 http://www.blue-theater.jp/ 500人以上1,000人未満

123 青山月見ル君想フ 港区
港区南青山4-9-1
シンプル青山ビルB1F

03-5474-8115 http://www.moonromantic.com/ 100人以上500人未満

124 赤坂ACTシアター 港区
港区赤坂5-3-2
赤坂サカス内

03-3589-2277 http://www.tbs.co.jp/act/ 1,000人以上1,500人未満

125 赤坂ＢＬＩＴＺ 港区 港区赤坂5-3-2 03-3584-8811 http://www.tbs.co.jp/blitz 1,000人以上1,500人未満

126 赤坂ＣＬＵＢ ＴＥＮＪＩＫＵ 港区
港区赤坂2-14-1
山王会館B1F

03-3560-2040 http://www.clubtenjiku.jp/ 100人以上500人未満

127 赤坂Ｇｒａｆｆｉｔｉ 港区
港区赤坂3-21-10
赤坂青明会館B1F

03-3586-1970 http://www.akasakagraffiti.com 100人以上500人未満

128 赤坂RED/THEATER 港区
港区赤坂3-10-9
赤坂グランベルホテルB2F

03-5575-3474 http://www.red-theater.net/ 100人以上500人未満

129 赤坂区民センター　(区民ホール) 港区
港区赤坂4-18-13
赤坂コミュニティーぷらざ内

03-5413-2711 http://www.akasaka-civiccenter.jp/ 100人以上500人未満

130 赤坂ジャズライブスポットＢ－ｆｌａｔ 港区
港区赤坂6-6-4
赤坂栄ビルB1F

03-5563-2563 http://bflat.biz/ 100人以上500人未満

131 麻布区民センター　(区民ホール) 港区 港区六本木5-16-45 03-3583-5487 http://www.azabu-civiccenter.jp/index.html 100人以上500人未満

132 建築会館ホール 港区 港区芝5-26-20 03-3456-2016
http://www.aij.or.jp/ho-
rugaiyoumousikomitetuduki.html

100人以上500人未満

133
国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール　(岩崎小彌太記念ホー
ル)

港区
港区六本木5‐11‐16
国際文化会館東館B1F

03-3470-4616 https://www.i-house.or.jp/facilities/banquet/hall/ 100人以上500人未満

134 笹川記念会館　国際ホール 港区 港区三田3-12-12 03-3454-5062 http://www.sasakawahall.jp/convention.html 500人以上1,000人未満

135 サントリーホール　(大ホール) 港区 港区赤坂1-13-1 03-3505-1001 http://www.suntory.co.jp/suntoryhall/ 2,000人以上

136 サントリーホール　(小ホール) 港区 港区赤坂1-13-1 03-3505-1001 http://www.suntory.co.jp/suntoryhall/ 100人以上500人未満

137 汐留ベヒシュタイン・サロン 港区
港区東新橋2-18-2
グラディート汐留1F

03-6432-4080 http://www.bechstein-salon.com/hall_studio.html 100人未満

138 品川インターシティホール 港区 港区港南2-15-4 03-3474-0461 http://www.sic-hall.com/index.html 1,000人以上1,500人未満

139 品川プリンスホテル　ステラボール 港区 港区高輪4-10-30 03-3440-1111
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/stellarba
ll/

1,500人以上2,000人未満

140 芝浦港南区民センター　(区民ホール) 港区
港区芝浦4-13-1
UR都市機構トリニティー芝浦 1F･2F

03-3769-8864
http://www.shibaura-konan-
civiccenter.jp/index.html

100人以上500人未満

141 スパイラルホール 港区 港区南青山5-6-23 03-3498-5793 http://www.spiral.co.jp/s_rental/hall/ 100人以上500人未満

142 草月ホール 港区
港区赤坂7-2-21
草月会館B1F

03-3408-9113 http://www.sogetsu.or.jp/know/hall/ 500人以上1,000人未満

143
大同生命ミュージカルシアター
電通四季劇場　(海)

港区 港区東新橋1-8-2 03-5776-6730 https://www.shiki.jp/theatres/gr/umi/ 1,000人以上1,500人未満

144 台場区民センター　(区民ホール) 港区
港区台場1-5-1
台場コミュニティーぷらざ内

03-5500-2355 http://www.daiba-civiccenter.jp/index.html 100人以上500人未満

145 銕仙会能楽研修所 港区 港区南青山4-21-29 03-3401-2285 http://www.tessen.org/active/rental 100人以上500人未満

146 ドイツ文化会館 ＯＡＧホール 港区
港区赤坂7-5-56
OAG ハウス

03-3582-7743
http://www.oag.jp/jp/ueber-die-
oag/veranstaltungsraeume/

100人以上500人未満

147 東京タワー フットタウン タワーホール 港区 港区芝公園4-2-8 03-3433-5111 https://www.tokyotower.co.jp/foottown/1f_02.html 100人以上500人未満

148 日仏文化協会 汐留ホール 港区
港区東新橋1-7-2
汐留メディアタワーアネックス1F

03-6255-4104 https://www.ccfj.com/hall/index.html 100人以上500人未満

149 日本消防会館（ニッショーホール）　(ホール) 港区 港区虎ノ門2-9-16 03-3503-1486
http://www.nissho-jyouhou.jp/nissho-
hall/index.html

500人以上1,000人未満

150 ノヴェンバー・イレブンス１１１１ Ｐａｒｔ２ 港区
港区赤坂3-17-8
都ビル2F

03-3588-8104 http://www.risingdragon.jp/index.html 100人未満

151 俳優座劇場 港区 港区六本木4-9-2 03-3470-2880 http://www.haiyuzagekijou.co.jp/ 100人以上500人未満

152 ブルーノート東京 港区
港区南青山6-3-16
ライカビル

03-5485-0088 http://www.bluenote.co.jp 100人以上500人未満

153 港区高輪区民センター　(区民ホール) 港区
港区高輪1-16-25
高輪コミュニティーぷらざ内

03-5421-7616 http://takanawa.foryou.or.jp/work.php?wid=w079 100人以上500人未満

154 港区立男女平等参画センター　リーブラ　(リーブラホール) 港区
港区芝浦1-16-1
みなとパーク芝浦

03-3456-4149 http://www.minatolibra.jp/ 100人以上500人未満

155 南青山ＭＡＮＤＡＬＡ 港区
港区南青山3-2-2
MRビルB1F

03-5474-0411 http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 100人以上500人未満
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156 南麻布セントレホール 港区
港区南麻布4-12-25
南麻布セントレ3F

03-5791-3070 http://www.centre-hall.com/ 100人以上500人未満

157 メルパルクホール 港区 港区芝公園2-5-20 03-3459-5501 http://www.mielparque.jp/tokyo/hall/ 1,500人以上2,000人未満

158 ヤクルトホール 港区
港区東新橋1-1-19
ヤクルト本社ビル

03-3574-7255 http://www.yakult.co.jp/hall/ 500人以上1,000人未満

159 六本木ＢＡＵＨＡＵＳ 港区
港区六本木5-3-4
レーヌビル2F

03-3403-0092 http://www.e-bauhaus.jp/ 100人以上500人未満

160 六本木ＣＬＵＢ ＥＤＧＥ 港区
港区六本木5-18-21
FIVE PLAZA B2F

03-3505-4561 http://www.club-edge.net/ 100人以上500人未満

161 六本木ＳｕｐｅｒＤｅｌｕｘｅ 港区 港区西麻布3-1-25 B1F 03-5412-0515 https://www.super-deluxe.com/ 100人以上500人未満

162 六本木ＶＡＲＩＴ． 港区
港区六本木5-18-2
大昌第二ビルB1F

03-6441-0825 http://www.r-varit.net/ 100人以上500人未満

163 六本木クラップス 港区
港区六本木3-16-33
青葉六本木ビルB1F

03-6441-3171 http://c-laps.jp/ 100人以上500人未満

164 六本木ケントス 港区
港区六本木5-3-1
第二レーヌビルB1F

03-3401-5755 http://www.kentos-roppongi.jp/ 100人以上500人未満

165 ATTIC 新宿区
新宿区歌舞伎町2-27-12
Lee2ビル4F

03-5285-5450 http://www.e-attic.jp/index.html 100人未満

166 ＢＡＣＫ ＩＮ ＴＯＷＮ 新宿区
新宿区住吉町3-2
第2山田ビルB1F

03-3353-4655 http://homepage3.nifty.com/backintown/ 100人未満

167 Club SIENCE 新宿区
新宿区歌舞伎町2-25-6
永和第6ビルB1F

03-6233-9006 http://club-science.com/ 100人以上500人未満

168 ＤＲＥＡＭＳＴＯＲＥ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-14-7
新宿ハヤシビル3F

03-5287-2286 http://dreamstore-shinjuku.jp/ 100人以上500人未満

169 dues 新宿 新宿区 新宿区新宿3-28-4 03-6380-6141 http://dues-shinjuku.diskunion.net/ 100人未満

170 ＨＯＬＩＤＡＹ ＳＨＩＮＪＵＫＵ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-24-3
興和ビルB2F

03-5292-0591 http://live-ban.com/shinjuku_h/ 100人以上500人未満

171 ＫＰＬ 新宿区 新宿区百人町2-2-1 5Ｆ 050-3554-8399 http://kpop-live.com/ 100人未満

172 Ｌａｎｔｅｒｎ 新宿区
渋谷区円山町18-2
藤田ハイツB1F

03-3476-0438 https://sites.google.com/site/lanternweb/ 100人未満

173 Ｌｉｖｅ Ｂａｒ Ｂｌｕｅ 新宿区
新宿区百人町1-7-15
韓流百貨店Ｂ1F

03-3209-1578 http://www.livebarblue.com/ 100人以上500人未満

174 Ｌｉｖｅ Ｈｏｕｓｅ ＦＮＶ 新宿区
新宿区新宿5-4-1
新宿Ｑフラットビル01 Ｂ1F

03-5879-8145 http://f-n-valve.com/ 100人未満

175 LIVE HOUSE SHIN-OKUBO Quarter Note 新宿区
新宿区百人町1-11-29
ARSビルB2F

03-3363-6631 http://quarter-note.com/ 100人以上500人未満

176 ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ ＷＡＬＬ 新宿区
新宿区西新宿3-15-8
西新宿パールビルＢ1F

03-5351-6241 http://wall-moonstep.com/wall/top.html 100人以上500人未満

177 ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ ＺＯＮＥ－Ｂ 新宿区
新宿区喜久井町2
APAビルB1F & B2F

03-3203-6022 http://zone-b.jp/ 100人以上500人未満

178 MERRY-GO-ROUND 新宿区
新宿区新宿1-31-3
ダイアパレス新宿1丁目B-107号

03-6273-1988 http://merry-g-r.com/ 100人未満

179 Neo LiveHouse 新宿 SACT! 新宿区
新宿区新宿6-28-8
ラ・ベルティ新宿Ｂ1F

050-7510-5158 http://www.sactsow.com/sact/index.php 100人未満

180 Performing Gallery & Cafe 絵空箱 新宿区
新宿区山吹町361
誠志堂ビル1-2F

03-6265-0825 http://esorabako.com/ 100人未満

181 Quarter Note 新宿区
新宿区百人町1-11-29
ARSビルB2F

03-3363-6631 http://quarter-note.com/index.html 100人以上500人未満

182 Ｒ’ｓアートコート 新宿区 新宿区大久保1-9-10 03-5273-0806 http://www.ro-on.jp/rsartcourt/ 100人以上500人未満

183 ＲＵＩＤＯ Ｋ４ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-2-13
新光ビルB2F

03-5292-5125 http://www.ruido.org/k4/ 100人以上500人未満

184 ＳＨＯＷＢＯＸ 新宿区 新宿区大久保1-17-8 1Ｆ 03-3208-4522 http://showbox.jp/ 100人以上500人未満

185 ＳＯＭＥＤＡＹ 新宿区
新宿区新宿1-34-8
近代BLD-15 B1F

03-3359-6777 http://someday.net/index2.html 100人以上500人未満

186 ＳＰＡＣＥ 雑遊 新宿区
新宿区新宿3-8-8
新宿Ｏ・ＴビルＢ1F

090-8846-5379 http://www.zatsuyu.com/ 100人以上500人未満

187 ＳＰＡＣＥ 梟門 新宿区
新宿区新宿3-8-8
新宿Ｏ・ＴビルＢ1F

090-8846-5379 http://www.zatsuyu.com/kyoumon.html 100人未満

188 Space 早稲田 新宿区
新宿区早稲田町74
ビューロー早稲田B1F

03-5272-1785 http://www.ryuzanji.com/r-waseda.html 100人未満

189 ＴＡＣＣＳ １１７９ 新宿区 新宿区上落合1-17-9 03-3950-5718 http://haikyo.co.jp/free_space/ 100人以上500人未満

190 ＴＨＥＧＬＥＥ 新宿区
新宿区神楽坂3-4
ＡＹビルＢ1F

03-5261-3123 http://theglee.jp/ 100人未満

191 ＴＯＭＯＮＯ ＨＡＬＬ 新宿区 新宿区市谷加賀町2-5-26 03-3260-7449 公式ページなし 100人以上500人未満

192 Ｗｉｌｄ Ｓｉｄｅ Ｔｏｋｙｏ 新宿区
新宿区新宿1-34-13
貝塚ビルB1F

03-5919-8847 http://ws-tokyo.com/ 100人以上500人未満

193 石森管楽器 新宿区 新宿区百人町1-20-23 03-3360-4970 http://www.ishimori-co.com/ 100人未満

194 牛込箪笥地域センター　(多目的ホール　) 新宿区 新宿区箪笥町15 03-3260-3677 http://www2.odn.ne.jp/~hak34780/ 100人以上500人未満
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195 榎町地域センター　(多目的ホール) 新宿区 新宿区早稲田町85 03-3202-8585 http://www2.odn.ne.jp/~hak91920/ 100人以上500人未満

196 絵本塾ホール 新宿区
新宿区若葉1-22-16
ASTYビル地階

03-5312-7041 http://ehonjuku-hall.com/ 100人未満

197 近江楽堂 新宿区
新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティ3Ｆ

03-5353-6937 http://www.oumigakudou.com/index.html 100人以上500人未満

198 大久保ＨＯＴ ＳＨＯＴ 新宿区
新宿区百人町1-17-7
大久保ビルＡ館Ｂ1F

03-5338-8280
http://homepage3.nifty.com/hotshot/pickup/index
.html

100人以上500人未満

199 大久保地域センター 　(多目的ホール　) 新宿区
新宿区大久保2-12-7
大久保地域センター3F・4F

03-3209-3961 http://www2.odn.ne.jp/ookubo/index.html 100人以上500人未満

200 落合第一地域センター　(4Fホール) 新宿区 新宿区下落合4-6-7 03-3954-1611 http://www2.odn.ne.jp/~hak32900/index.html 100人以上500人未満

201 落合第一地域センター　(B1ホール) 新宿区 新宿区下落合4-6-7 03-3954-1611 http://www2.odn.ne.jp/~hak32900/index.html 100人未満

202 落合第二地域センター　(多目的ホール) 新宿区 新宿区中落合4-17-13 03-3951-9941 http://www.ochiai2center.com/ 100人以上500人未満

203 音楽サロン パパゲーノ 新宿区
新宿区中井2-1-28
大本ビル4F

03-3998-5426 http://salon-papageno.com/index.html 100人未満

204 音楽の友ホール 新宿区 新宿区神楽坂6-30 03-3235-2115
http://www.ongakunotomo.co.jp/company/hall.htm
l

100人以上500人未満

205 神楽坂ＴＲＡＳＨ－ＵＰ！！ 新宿区
新宿区矢来町112
第二松下ビルB1F

03-3267-8785 http://www.kagurazaka-explosion.com/ 100人以上500人未満

206 神楽坂セッションハウス　　(スタジオ) 新宿区 新宿区矢来町158 03-3266-0461 http://www.session-house.net/index.html 100人以上500人未満

207 神楽坂セッションハウス　　(ギャラリー) 新宿区 新宿区矢来町158 03-3266-0461 http://www.session-house.net/index.html 100人未満

208 柏木地域センター　(多目的ホール) 新宿区 新宿区北新宿2-3-7 03-3363-7036 http://www2.odn.ne.jp/~hak46140/ 100人以上500人未満

209 関交協ハーモニックホール 新宿区
新宿区西新宿7-21-20
関東交通共済協同組合ビルB2F

03-6904-7052
http://www.silver-
hearts.com/harmonichall/index.html

100人以上500人未満

210 韓国文化院 ハンマダンホール 新宿区 新宿区四谷4-4-10 03-3357-5970
http://www.koreanculture.jp/intro_facility_hanmad
ang.php

100人以上500人未満

211 紀伊国屋ホール 新宿区
新宿区新宿3-17-7
紀伊國屋書店新宿本店4F

03-3354-0141 https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/hall.html 100人以上500人未満

212 御苑 ＲＯＳＳＯ198 新宿区
新宿区新宿1-19-8
サンモール第7ビルB1F

03-5925-8333 http://bar-rosso.com/ 100人以上500人未満

213 御苑サウンド 新宿区
新宿区新宿2-3-12
光和ビルB1F

03-3355-7877 http://gyoen-sound.com/ 100人以上500人未満

214 クラッシックスペース★100 新宿区
新宿区百人町2-23-5
矯風会館 1F

03-3362-6764 http://tsocs100.com/index.html 100人未満

215 サンモールスタジオ 新宿区
新宿区新宿1-19-10
サンモール第3M B1F

03-5367-5622 http://www.sun-mallstudio.com/ 100人以上500人未満

216 シアターサンモール 新宿区
新宿区新宿1-19-10
サンモールクエストB1F

03-3352-5577 http://theatersunmall.server-shared.com/ 100人以上500人未満

217 シアター風姿花伝 新宿区 新宿区中落合2-1-10 03-3954-3355 http://www.fuusikaden.com/index.html 100人以上500人未満

218 シアターブラッツ 新宿区
新宿区新宿1-34-16
清水ビルB1F

03-3353-1868 http://www.theater-brats.com/ 100人以上500人未満

219 新大久保ＣＬＵＢ ＶＯＩＣＥ 新宿区
新宿区百人町1-10-7
一番街ビルB1F

03-5338-0938 http://clubvoice.jp/ 100人以上500人未満

220 新大久保ＥＡＲＴＨＤＯＭ 新宿区
新宿区大久保2-32-3
リスボンビルB1F

03-3205-4469
http://www1.odn.ne.jp/shinjuku-
dom/index.html/dom.html

100人以上500人未満

221 新大久保ｕｎｉｑｕｅ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 新宿区
新宿区百人町2-1-1
K-PLAZA1 B2F

03-6205-6158 http://www.unique-laboratory.com/ 100人以上500人未満

222 新宿 ＬＥＦＫＡＤＡ 新宿区
新宿区新宿5-12-4
リーレ新宿ビルＢ1F

03-5366-0775 http://lefkada.jp/ 100人以上500人未満

223 新宿 SUN FACE 新宿区
新宿区新宿5-11-13
富士新宿ビルＢ1F

03-3359-2133 http://www.shinjyuku-sunface.com/ 100人以上500人未満

224 新宿 ネイキッドロフト 新宿区
新宿区百人町 1-5-1
百人町ビル1F

03-3205-1556 http://www.loft-prj.co.jp/naked/ 100人未満

225 新宿２１世紀 新宿区
新宿区西新宿7-13-5
第12山京ビルＢ1F

03-3363-2100 http://21seiki.wix.com/livehouse 100人未満

226 新宿ＡＮＴＩＫＮＯＣＫ 新宿区
新宿区新宿4-3-15
レイフラットビルＢ1F

03-3350-5670 http://www.antiknock.net/ 100人以上500人未満

227 新宿ＢＬＡＺＥ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-21-7
新宿アネックスB2F

03-5155-5990 http://shinjuku-blaze.com/ 500人以上1,000人未満

228 新宿Ｃａｔ’ｓ ｈｏｌｅ 新宿区
新宿区大久保2-6-10
新宿第2アルプスマンションB1F

03-6380-3533 http://catshole.syncl.jp/ 100人以上500人未満

229 新宿ＨＥＡＤ ＰＯＷＥＲ 新宿区
新宿区大久保2-5-19
シティプラザ大久保B1F

03-6380-3769 http://headpower.tokyo/ 100人以上500人未満

230 新宿ＪＡＭ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-3-23
セントラルビル1F・B1F

03-3232-8168 http://jam.rinky.info/ 100人以上500人未満

231 新宿Ｌｉｖｅ Ｆｒｅａｋ 新宿区
新宿区新宿2-12-4
アコード新宿ビルB1F

03-3351-7542 http://www.live-freak.com/ 100人以上500人未満

232 新宿ＬＯＦＴ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-12-9
タテハナビルB2F

03-5272-0382 http://www.loft-prj.co.jp/LOFT/ 500人以上1,000人未満

233 新宿ＬＯＦＴ／ＰＬＵＳ ＯＮＥ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-14-7
林ビルB2F

03-3205-6864 http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/ 100人以上500人未満
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http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/
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234 新宿Ｍａｒｂｌｅ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-45-2
新宿ジャストビルB1F

03-5272-3558 http://marble-web.jp/top.html 100人以上500人未満

235 新宿ＭＡＲＺ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-45-1
第一トキワビルB1F

03-3202-8248 http://www.marz.jp/ 100人以上500人未満

236 新宿Ｍｏｔｉｏｎ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-45-2
ジャストビル5F

03-3209-1278 http://motion-web.jp/ 100人以上500人未満

237 新宿ＯＲＥＢＡＫＯ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-28-16
ウィーザードセブンビルB1F

03-6278-9332 http://orebako.com/ 100人以上500人未満

238 新宿ＰＩＴ ＩＮＮ 新宿区
新宿区新宿2-12-4
アコード新宿ビルB1F

03-3354-2024 http://www.pit-inn.com 100人以上500人未満

239 新宿ＲｅＮＹ 新宿区
新宿区西新宿6-5-1
アイランドホール2F

03-5990-5561 http://ruido.org/reny/ 500人以上1,000人未満

240 新宿角座 新宿区
新宿区新宿3-20-8
トップハウス4F

03-3226-8081 http://www.kadoza.jp/shinjuku/ 100人以上500人未満

241 新宿区角筈区民ホール　(角筈区民ホール) 新宿区 新宿区西新宿4-33-7 03-3377-1372
http://www.shinjuku.hall-
info.jp/pc/event_tsunohazu.html

100人以上500人未満

242 新宿グラムシュタイン 新宿区
新宿区大久保2-6-10
新宿第2アルプスマンションB1F

03-6380-2517 http://glamstein.syncl.jp/ 100人以上500人未満

243 新宿区立牛込箪笥区民ホール　(牛込箪笥区民ホール) 新宿区 新宿区箪笥町15 03-3260-3421
http://www.shinjuku.hall-
info.jp/pc/event_ushigometansu.html

100人以上500人未満

244 新宿区立新宿文化センター 　(大ホール) 新宿区 新宿区新宿6-14-1 03-3350-1141 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/ 1,500人以上2,000人未満

245 新宿区立新宿文化センター 　(小ホール) 新宿区 新宿区新宿6-14-1 03-3350-1141 http://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/ 100人以上500人未満

246 新宿区立四谷区民ホール　(四谷区民ホール) 新宿区 新宿区内藤町87 03-3351-2118
http://www.shinjuku.hall-
info.jp/pc/event_yotsuya.html

100人以上500人未満

247 新宿ケントス 新宿区
新宿区新宿3-18-4
セノビル6Ｆ

03-3355-6477 http://www.shinjuku-kentos.co.jp/index.html 100人以上500人未満

248 新宿ゴールデン街劇場 新宿区
新宿区歌舞伎町1-1-7
マルハビル1F

03-5272-3537
(12時〜21時)

http://golden-gai-gekijou.jimdo.com/ 100人未満

249 新宿シアター・ミラクル 新宿区
新宿区歌舞伎町2-45-2
カイダ第3ジャストビル4F

03-5155-0788 http://www.t-miracle.jp/ 100人以上500人未満

250 新宿シアターＰＯＯ 新宿区
新宿区新宿3-35−5
守ビル3F

03-3341-8992 http://www.poo.co.jp 100人以上500人未満

251 新宿シアターモリエール 新宿区
新宿区新宿3-33-10
新宿モリエールビル2F

03-3354-6568 http://www.moliere.co.jp/theatre/ 100人以上500人未満

252 新宿末廣亭 新宿区 新宿区新宿3-6-12 03-3351-2974 http://www.suehirotei.com/ 100人以上500人未満

253 新宿ナインスパイス 新宿区
新宿区歌舞伎町2-1-2
HANROKUビルB1F

03-3205-1439 http://9spices.rinky.info/ 100人以上500人未満

254 新宿永谷ホール(Fu-) 新宿区
新宿区歌舞伎町2-45-5
新宿永谷ビル1F

03-3232-1251 http://ntgp.co.jp/engei/sinjuku/index.html 100人未満

255 新宿バティオス 新宿区 新宿区歌舞伎町2-45-4 03-6273-8901 http://vitus.main.jp/vatios.htm 100人未満

256 新宿フェイス 新宿区
新宿区歌舞伎町1-20-1
ヒューマックスパビリオン新宿歌舞伎
町7F

03-3200-1300 http://www.shinjuku-face.com 500人以上1,000人未満

257 新宿ミノトール２ 新宿区
新宿区新宿5-11-4
龍生堂ビルＢ1F

03-3341-2655 http://www.mino-2.com/hp/index.htm 100人未満

258 新宿村LIVE 新宿区
新宿区北新宿2-1-2
新宿村CENTRAL B2F

03-3361-5510 http://www.shinjukumura-live.com/renewal 100人以上500人未満

259 新宿明治安田生命ホール 新宿区 新宿区西新宿1-9-1 B1F 03-3342-6705 http://meijiyasuda-life-hall.com/ 100人以上500人未満

260 新宿メモリーズ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-6-14
第二ショーリビルB1F

03-3208-6540 http://s.live-memories.com/ 100人以上500人未満

261 新宿レッドノーズ 新宿区
新宿区歌舞伎町1-2-13
新光ビルB2F

03-5155-8550 http://www.shinjuku-rednose.com/ 100人以上500人未満

262 スタジオヴィルトゥオージ 新宿区
新宿区百人町2-16-17
ＡＶＡＮＴＩ21 Ｂ1F

03-3362-6482 http://studiovirtuosi.nomaki.jp/ 100人未満

263 スペースＤｏ 新宿区
新宿区百人町2-8-9
管楽器専門店ダク地下

03-3361-2211 http://www.kkdac.co.jp/do/ 100人以上500人未満

264 高田馬場ＡＲＥＡ 新宿区 新宿区高田馬場3-3-8 B1F 03-3361-1069 http://www.xxxrecords.jp/area/ 100人以上500人未満

265 高田馬場LiveCafe mono 新宿区
新宿区高田馬場2-18-6
柳屋ビルB1F

03-5389-9191 www.livescape.net/mono/ 100人以上500人未満

266 高田馬場ＲＡＢＩＮＥＳＴ 新宿区
新宿区西早稲田3-27-4
第一キャラット河俣Ｂ1F

050-3324-6751 http://www.rabinest.com/ 100人未満

267 角筈地域センター　(レクリエーションホール) 新宿区 新宿区西新宿4-33-7 03-3377-1373 http://www2.odn.ne.jp/~hak35040/ 100人未満

268 東京オペラシティ 　(リサイタルホール) 新宿区
新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー

03-5353-0789 https://www.operacity.jp/concert/ 100人以上500人未満

269 東京オペラシティ 　(コンサートホール) 新宿区
新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー

03-5353-0789 https://www.operacity.jp/concert/ 1,500人以上2,000人未満

270 東京グローブ座 新宿区 新宿区百人町3-1-2 03-3366-4020 http://www.tglobe.net/ 500人以上1,000人未満

271 戸塚地域センター　(多目的ホール) 新宿区 新宿区高田馬場2-18-1 03-3209-8001 http://www.tcc-tokyo.net/ 100人以上500人未満

272 ハイジアＶ－１ 新宿区
新宿区歌舞伎町2-44-1
ハイジアB1F

03-6273-8901 http://vitus.main.jp/hygeiaV1.htm 100人未満
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273 パウエルフルートジャパン・アーティストサロン・ドルチェ 新宿区
新宿区西新宿1-13-12
西新宿昭和ビル8Ｆ

03-5909-1771 http://www.dolce.co.jp/salon/tokyo.html 100人以上500人未満

274 プロト・シアター 新宿区 新宿区高田馬場3-38-3 03-3360-6463
http://homepage2.nifty.com/proto-
theater/index.html

100人未満

275 真昼の月・夜の太陽 新宿区
新宿区大久保2-6-16
平安ビルB1F

03-6380-3260 http://mahiru-yoru.com/index.html 100人以上500人未満

276 ムラマツホール 新宿区
新宿区西新宿8-11-1
日東星野ビル2F

03-3367-6000
https://www.muramatsuflute.com/school/rentalha
ll.html

100人未満

277 矢来能楽堂 新宿区 新宿区矢来町60 03-3268-7311 http://yarai-nohgakudo.com/ 100人以上500人未満

278 代アニＬＩＶＥステーション 新宿区
新宿区大久保1-11-3
大東ビルＢ1F

03-6233-8622 http://www.yoani-live.com/ 100人以上500人未満

279 四谷Live inn Magic 新宿区
新宿区市谷本村町3-19
千代田ビルB-1

03-5261-8312 http://pafrocks.com/index.html 100人以上500人未満

280 四谷ＬＯＴＵＳ 新宿区
新宿区四谷3-4
SCビルB1F

03-5315-4781 http://yotsuyalotus.com/ 100人以上500人未満

281 四谷ＯＵＴＢＲＥＡＫ！ 新宿区
新宿区四谷2-10
第2太郎ビルB1F

03-5368-0852 http://www.hor-outbreak.com/ 100人以上500人未満

282 四谷地域センター　(多目的ホール) 新宿区
新宿区内藤町87
四谷区民センター11F

03-3351-3314 http://ycc.tokyo/ 100人以上500人未満

283 四谷天窓 新宿区
新宿区高田馬場 3-4-11
BaBa hatch 3F

03-5338-6241 http://otonami.com/yotsuya_top 100人未満

284 四谷天窓．ｃｏｍｆｏｒｔ 新宿区
新宿区高田馬場 3-4-11
BaBa hatch 5F

03-5338-6241 http://otonami.com/com_top 100人未満

285 ライブハウス＆バー GOLDEN EGG 新宿区
新宿区歌舞伎町1-16-10
第27東京ビルB2F

03-3203-0405 http://www.g-egg.info/top.html 100人未満

286 ライブハウス新宿ACB HALL 新宿区
新宿区歌舞伎町2‐36‐3
アシベ会館B2F

03-3205-0901 http://www.acb-hall.jp 100人以上500人未満

287 ルーテル市ヶ谷ホール 新宿区 新宿区市谷砂土原町1-1 03-3260-8621 http://www.l-i-c.com/hallindex.html 100人以上500人未満

288 ルミネ the よしもと 新宿区
新宿区新宿3-38-2
ルミネ新宿店2 7F

03-5339-1112 http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/ 100人以上500人未満

289 若松地域センター　(3Fホール) 新宿区 新宿区若松町12-6 03-3209-6030 http://wakamatsuchiiki.sakura.ne.jp/ 100人以上500人未満

290 早稲田小劇場どらま館 新宿区 新宿区戸塚町1-101 03-3202-0706
http://www.waseda.jp/student/dramakan/index.ht
ml

100人未満

291 早稲田奉仕園　(スコットホール) 新宿区 新宿区西早稲田2-3-1 03-3205-5411 http://www.hoshien.or.jp/seminar/scotthall.html 100人以上500人未満

292 早稲田奉仕園　(リバティホール) 新宿区 新宿区西早稲田2-3-1 03-3205-5411 http://www.hoshien.or.jp/seminar/scotthall.html 100人未満

293 Ｂｒｉｃｋ－ｏｎｅ（ブリックワン） 文京区 文京区千駄木5-15-7 03-3828-4858 http://www.brick-one.com/brick-one/ 100人未満

294 アカデミー音羽　(多目的ホール) 文京区 文京区大塚5-40-15 03-5976-1290
https://www.b-
academy.jp/rental/ac_otowa_guide.html

100人未満

295 アカデミー文京　(レクリエーションホール) 文京区
文京区春日1-16-21
文京シビックセンターB1F

03-5803-1100
https://www.b-
academy.jp/rental/ac_bunkyo_guide

100人以上500人未満

296 アカデミー向丘　(レクリエーションホール) 文京区 文京区向丘1-20-8 03-3813-7801
http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/bunka/acad
emy/mukougaoka.html

100人未満

297 アカデミー茗台　(レクリエーションホールA) 文京区 文京区春日2−9−5
03-3817-8306

https://www.b-
academy.jp/rental/ac_meidai_guide.html

100人以上500人未満

298 アカデミー茗台　(レクリエーションホールB) 文京区 文京区春日2−9−5
03-3817-8306

https://www.b-
academy.jp/rental/ac_meidai_guide.html

100人以上500人未満

299 大原地域活動センター　(多目的室A) 文京区 文京区千石1-4-3 03-3946-8594
http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/kumin/chiiki
/ohara.html

100人未満

300 御茶ノ水KAKADO 文京区 文京区湯島1-7-16 03-3818-2220 http://www.kakado.jp/ 100人以上500人未満

301 後楽園ホール 文京区
文京区後楽1-3-61
後楽園ホールビル5Ｆ

03-5800-9999 https://www.tokyo-dome.co.jp/hall/ 2,000人以上

302 駒込地域活動センター　(ホールA ) 文京区
文京区本駒込3-22-4
本駒込地域センター内

03-3824-5801
http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/kumin/chiiki
/komagome/honkoma.html

100人未満

303 駒込地域活動センター　(ホールB) 文京区
文京区本駒込3-22-4
本駒込地域センター内

03-3824-5801
http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/kumin/chiiki
/komagome/honkoma.html

100人未満

304 サロン・ド・パッサージュ 文京区
文京区関口1-1-3
プラザ飯田橋 2F

03-5225-1353 http://pianopassage.jp/ 100人未満

305 シアターGロッソ 文京区 文京区後楽1-3-61 03-3817-6234 http://www.tokyo-dome.co.jp/g-rosso/ 500人以上1,000人未満

306 不忍通りふれあい館　(ホール) 文京区 文京区根津2-20-7 03-3822-0040
http://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/kumin/shuk
ai/shinobazu.html

100人以上500人未満

307 東京都助産師会館　(講堂) 文京区 文京区音羽1-19-18 03-5981-3021 http://www.tokyo-mw-kaikan.jp/index.html 100人以上500人未満

308 トッパンホール 文京区 文京区水道1-3-3 03-5840-2200 http://www.toppanhall.com/ 100人以上500人未満

309
響きの森文京公会堂　文京シビックホール　(文京シビックホー
ル大ホール)

文京区
文京区春日1-16-21
文京シビックセンター2F

03-5803-1100 http://bunkyocivichall.jp/ 1,500人以上2,000人未満

310
響きの森文京公会堂　文京シビックホール　(文京シビックホー
ル小ホール)

文京区
文京区春日1-16-21
文京シビックセンター2F

03-5803-1100 http://bunkyocivichall.jp/ 100人以上500人未満

311 プリズムホール 文京区 文京区水道1-3-61 03-3817-6222 https://www.tokyo-dome.co.jp/prism/ 2,000人以上
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312 文化シャッター BXホール 文京区 文京区西片1-17-3 03-5844-7200 http://www.bunka-s.co.jp/network/ 100人以上500人未満

313 文京区青少年プラザビーラボ（b-lab)　(ホール) 文京区 文京区湯島4-7-10 03-5800-2731 http://b-lab.tokyo/ 100人以上500人未満

314 宝生能楽堂 文京区 文京区本郷1-5-9 03-3811-4843 http://www.hosho.or.jp 100人以上500人未満

315 ラリール 文京区 文京区大塚3-21-14 03-3942-2830 http://www.lalyre.jp 100人未満

316 アートシアター上野小劇場 台東区
台東区東上野2-11-1
桂昇東上野ビルB1F

03-5818-0542 http://em-studio.net/ueno/ 100人未満

317 浅草ＫＵＲＡＷＯＯＤ 台東区
台東区駒形1-3-8
ベッコアメ浅草ビルB1F

03-5827-1234 http://kurawood.jp/ 100人以上500人未満

318 浅草ことぶ季亭 台東区
台東区寿1-6-7
ユーハイツ伸光203

03-3847-5547 http://asakusakotobukitei.jp 100人未満

319 浅草橋ＢＵＮＧＡＪＡＮ 台東区
台東区浅草橋1-13-6
浅草橋STビルB1F

03-3866-6742 http://bungajan.com/ 100人以上500人未満

320 浅草橋区民館　(多目的ホール) 台東区 台東区浅草橋2-8-7 03-3851-4646
http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/kuminkan.html

100人以上500人未満

321 浅草花やしき内花やしき座 台東区 台東区浅草2-28-1 03-3842-8780 http://www.hanayashiki.net 100人以上500人未満

322 浅草フランス座演芸場東洋館 台東区 台東区浅草1-43-12 03-3841-6631 http://www.asakusatoyokan.com/ 100人以上500人未満

323 浅草木馬亭 台東区 台東区浅草2-7-5 03-3844-6293 http://mokubatei.art.coocan.jp 100人以上500人未満

324 今戸社会教育館　(ホール) 台東区
台東区今戸2-26-12
今戸住宅2F

03-3873-4140
http://www.taito-
shakyo.com/center/act/index.html

100人未満

325 上野音横丁 台東区
台東区東上野3-16-3
東宝ビルB1F

03-6240-1616 http://otoyoko.com/ 100人以上500人未満

326 上野学園　石橋メモリアルホール　(石橋メモリアルホール) 台東区
台東区東上野4-24-12
学校法人上野学園内

03-3843-3043 http://www.ishibashimemorial.com/ 500人以上1,000人未満

327 上野学園　石橋メモリアルホール　(エオリアンホール) 台東区
台東区東上野4-24-12
学校法人上野学園内

03-3843-3043 http://www.ishibashimemorial.com/ 100人未満

328 上野ストアハウス 台東区
台東区北上野1-6-11
ノルドビルＢ1F

03-5830-3944 http://www.storehouse.ne.jp 100人以上500人未満

329 鶯谷WHAT'S UP 台東区
台東区根岸1-7-11
元三島神社 1Ｆ

03-3875-5858 http://uguisudani.xxxxxxxx.jp/ 100人未満

330 お江戸上野広小路亭 台東区
台東区上野1-20-10
上野永谷ビル2Ｆ

03-3833-1789 http://ntgp.co.jp/engei/ueno/index.html 100人未満

331 金杉区民館下谷分館　(多目的ホール) 台東区 台東区下谷3-14-3 03-3873-1731
http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/kuminkan.html

100人以上500人未満

332 旧東京音楽学校奏楽堂　(音楽ホール) 台東区 台東区上野公園8-43 03-5826-7125 http://www.taitocity.net/taito/sougakudou/ 100人以上500人未満

333 国立科学博物館　(日本館講堂) 台東区 台東区上野公園7-20 03-5777-8600 http://www.kahaku.go.jp/index.php 100人以上500人未満

334 国立科学博物館　(中央ホール) 台東区 台東区上野公園7-20 03-5777-8600 http://www.kahaku.go.jp/index.php 100人以上500人未満

335 小島社会教育館　(ホール) 台東区
台東区小島1-5-2
都営小島ビル2F

03-3861-5063
http://www.taito-
shakyo.com/center/act/index.html

100人以上500人未満

336 寿区民館　(多目的ホール) 台東区 台東区寿1-10-12 03-3842-8654
http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/kuminkan.html

100人未満

337 千束社会教育館　(ホール) 台東区
台東区浅草4-24-13
千束小学校3F

03-3874-5450
http://www.taito-
shakyo.com/center/act/index.html

100人未満

338 台東一丁目区民館　(多目的ホール) 台東区 台東区台東1-25-5 03-3834-4408
http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/kuminkan.html

100人以上500人未満

339 台東区生涯学習センター　(ミレニアムホール) 台東区 台東区西浅草3-25-16 03-5246-5827
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/gakushu/
syougaigakusyuucente/index.html

100人以上500人未満

340 台東区民会館　(ホール) 台東区 台東区花川戸2-6-5
03-3843-5391
03-3843-5392

https://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/riyouannai.html

100人以上500人未満

341 台東区立浅草公会堂　(ホール) 台東区 台東区浅草1-38-6 03-3844-7491 https://asakusa-koukaidou.net/ 1,000人以上1,500人未満

342 台東区立社会教育センター　(ホール) 台東区 台東区東上野6-16-8 03-3842-5352 http://taito-shakyo.com/index.html 100人以上500人未満

343 台東区立台東区民会館　(ホール) 台東区 台東区花川戸2-6-5 03-3843-5391
https://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/riyouannai.html

100人以上500人未満

344 谷中会館初音ホール 台東区 台東区谷中5-2-4 03-3821-5166 http://www.jvf.gr.jp/infotoiawase.html 100人以上500人未満

345 谷中防災コミュニティセンター　谷中区民館　(多目的ホール) 台東区 台東区谷中5-6-5 03-3828-9292
https://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/hall/ku
minkan/01575392.html

100人以上500人未満

346 東京浅草組合（浅草見番） 浅草三業会館 台東区 台東区浅草3-33-5 03-3874-3131 http://www.asakusa-kenban.jp 100人以上500人未満

347 東京キネマ倶楽部 台東区 台東区根岸1-1-14 03-3874-7988 http://www.kinema.jp/ 500人以上1,000人未満

348 東京国立博物館　(平成館ラウンジ) 台東区 台東区上野公園13-9 03-3822-1111 http://www.tnm.jp/ 100人以上500人未満

349 東京国立博物館　(法隆寺宝物館エントランスホール) 台東区 台東区上野公園13-9 03-3822-1111 http://www.tnm.jp/ 100人以上500人未満

350 東京国立博物館　(平成館大講堂) 台東区 台東区上野公園13-9 03-3822-1111 http://www.tnm.jp/ 100人以上500人未満
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351 東京都美術館　(講堂) 台東区 台東区上野公園8-36 03-3823-6921 http://www.tobikan.jp/index.html 100人以上500人未満

352 東京文化会館　(大ホール) 台東区 台東区上野公園5-45 03-3828-2111 http://www.t-bunka.jp/ 2,000人以上

353 東京文化会館　(小ホール) 台東区 台東区上野公園5-45 03-3828-2111 http://www.t-bunka.jp/ 500人以上1,000人未満

354 戸野廣浩司記念劇場 台東区
台東区谷中3-19-5
結城ビルB1F

03-3823-1481 http://www.tonogeki.com/ 100人以上500人未満

355 根岸社会教育館　(ホール) 台東区
台東区根岸5-18-13
根岸図書館1F

03-3876-2103
http://www.taito-
shakyo.com/center/act/index.html

100人未満

356 やなか音楽ホール 台東区 台東区谷中3-23-8 03-5941-8075 http://www.yanaka-music.jp 100人以上500人未満

357 レストランシアター「浅草六区ゆめまち劇場」 台東区
台東区浅草1-25-15
ＲＯＸ4Ｆ

03-5830-7456 http://yumemachi.jp 100人以上500人未満

358 KFC HALL 墨田区 墨田区横網1-6-1 03-5610-5801 http://www.tokyo-kfc.co.jp/facility/hall/ 100人以上500人未満

359 江戸東京博物館　(ホール) 墨田区 墨田区横網1-4-1 03-3626-9974 https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/ 100人以上500人未満

360 お江戸両国亭 墨田区
墨田区両国4-30-4
両国武蔵野マンション1F

03-3833-1789 http://ntgp.co.jp/engei/ryougoku/ 100人未満

361 カフェ＆アートスペースｂｌａｃｋ Ａ 墨田区 墨田区千歳1-3-4 1Ｆ 03-6659-3939 http://www.blacka.net/index.php 100人以上500人未満

362 雷5656会館　　(ときわホール) 墨田区 台東区浅草3-6-1 03-3876-5656
http://tokiwado.tokyo/shop/5656kaikan/floor_toki
wa-hall.html

100人以上500人未満

363 錦糸町ｒｅｂｉｒｔｈ 墨田区
墨田区江東橋4-30-16
メンテック大塚ビルB1F

03-6659-5700 http://www.will-company.jp/rebirth/ 100人以上500人未満

364 シアターX 墨田区
墨田区両国2-10-14
両国シティコア内

03-5624-1181 http://www.theaterx.jp/ 100人以上500人未満

365 すみだ産業会館　(タイプA) 墨田区
墨田区江東橋3-9-10
墨田区・丸井共同開発ビル8F・9F

03-3635-4351 http://www.sumidasangyokaikan.jp/ 500人以上1,000人未満

366 すみだ産業会館　(タイプB) 墨田区
墨田区江東橋3-9-10
墨田区・丸井共同開発ビル8F・9F

03-3635-4351 http://www.sumidasangyokaikan.jp/ 500人以上1,000人未満

367 すみだ産業会館　(タイプC) 墨田区
墨田区江東橋3-9-10
墨田区・丸井共同開発ビル8F・9F

03-3635-4351 http://www.sumidasangyokaikan.jp/ 100人以上500人未満

368 すみだ産業会館　(タイプD) 墨田区
墨田区江東橋3-9-10
墨田区・丸井共同開発ビル8F・9F

03-3635-4351 http://www.sumidasangyokaikan.jp/ 100人以上500人未満

369 すみだ女性センター　(ホール) 墨田区 墨田区押上2-12-7-111 03-5608-1771
http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokute
ki/sumida_zyoseicenter/index.html

100人以上500人未満

370 すみだトリフォニーホール　(大ホール) 墨田区 墨田区錦糸1-2-3 03-5608-5400 https://www.triphony.com/ 1,500人以上2,000人未満

371 すみだトリフォニーホール　(小ホール) 墨田区 墨田区錦糸1-2-3 03-5608-5400 https://www.triphony.com/ 100人以上500人未満

372 すみだパークスタジオ倉（そう） 墨田区 墨田区横川1-1-10 03-3625-4640 http://www.theater-sou.com/ 100人以上500人未満

373 すみだリバーサイドホール　(イベントホール) 墨田区 墨田区吾妻橋1-23-20 03-5608-6430
https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/tamokut
eki/sumidariversidehall/index.html

500人以上1,000人未満

374 曳舟文化センター　(劇場ホール) 墨田区 墨田区京島1-38-11 03-3616-3951
http://sumida-
machi.or.jp/category/hikihunebunka/

500人以上1,000人未満

375 本所地域プラザ BIG SHIP　(多目的ホール ) 墨田区 墨田区本所1-13-4 03-6658-4601 http://www.cp-bigship.net/ 100人以上500人未満

376 みどりコミュニティーセンター　(多目的ホール ) 墨田区 墨田区緑3-7-3 03-5600-5811 http://www.midori-cc.jp/ 100人以上500人未満

377 八広地域プラザ　吾嬬の里　(多目的ホール ) 墨田区 墨田区八広4-35-17 03-6657-0471 http://www.azumanosato.com/ 100人以上500人未満

378 ユートリヤ（すみだ生涯学習センター）　( マスターホール) 墨田区 墨田区東向島2-38-7 03-5247-2001 http://www.yutoriya.jp/index.php 100人以上500人未満

379 ユートリヤ（すみだ生涯学習センター）　( ドーム) 墨田区 墨田区東向島2-38-7 03-5247-2001 http://www.yutoriya.jp/index.php 100人以上500人未満

380 両国ＳＵＮＲＩＺＥ 墨田区
墨田区両国4-36-6
ガラス会館B1F

03-5600-7337 http://www.livehousesunrize.jp/ 100人以上500人未満

381 両国門天ホール 墨田区
墨田区両国1-3-9
ムラサワビル1-1F

03-6666-9491 http://www.monten.jp 100人未満

382 BumB 東京スポーツ文化館　(マルチホール) 江東区 江東区夢の島2-1-3 03-3521-7321 http://www.ys-tokyobay.co.jp/ 100人未満

383 Studio Chez Claude 江東区
江東区森下1-5-4
アロンジェ森下201

03-3631-7733 http://chez-claude.com/ 100人未満

384 ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＡＳＴ 江東区 江東区新木場2-2-10 03-5534-2525 http://www.studio-coast.com 2,000人以上

385 TFTビル　(ホール1000) 江東区
江東区有明3-4-10
TFTビル西館2F

03-5530-5010
https://www.tokyo-
bigsight.co.jp/tft/hall/tfthall/hall500.html

500人以上1,000人未満

386 TFTビル　(ホール500) 江東区
江東区有明3-4-10
TFTビル西館2F

03-5530-5010
https://www.tokyo-
bigsight.co.jp/tft/hall/tfthall/hall500.html

100人以上500人未満

387 TFTビル　(ホール300) 江東区
江東区有明3-4-10
TFTビル西館2F

03-5530-5010
https://www.tokyo-
bigsight.co.jp/tft/hall/tfthall/hall500.html

100人以上500人未満

388 Ｚｅｐｐ Ｔｏｋｙｏ 江東区 江東区青海1-3-11 03-3599-0710 http://www.zepp.co.jp 2,000人以上

389 Ｚｅｐｐ ダイバーシティ東京 江東区
江東区青海1-1-10
ダイバーシティ東京プラザ

03-3527-5256 http://www.zepp.co.jp 2,000人以上
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390 ヴィーナスフォート　(教会広場) 江東区 江東区青海1-3-15 03-3599-1737
https://www.venusfort.co.jp/company/eventspace
.html

100人以上500人未満

391 亀戸ｙａｎａｇｉ 江東区
江東区亀戸4-18-3
ヤマニビルB1F

03-5875-4322 http://yanagigroup.net/ 100人以上500人未満

392 江東区亀戸文化センター　(カメリアホール) 江東区
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ5F

03-5626-2121 http://www.kcf.or.jp/kameido/index.html 100人以上500人未満

393 江東区亀戸文化センター　(大研修室) 江東区
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ5F

03-5626-2121 http://www.kcf.or.jp/kameido/index.html 100人以上500人未満

394 江東区教育センター　(大研修室) 江東区 江東区東陽2-3-6 03-3645-7121

http://www.city.koto.lg.jp/sisetsu/13399/13534/1
6319.html
https://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/gakko/6165/6
9556.html

100人以上500人未満

395 江東区砂町文化センター　(第1研修室) 江東区 江東区北砂5-1-7 03-3640-1751 http://www.kcf.or.jp/sunamachi/index.html 100人以上500人未満

396 江東区砂町文化センター　(第2研修室) 江東区 江東区北砂5-1-7 03-3640-1751 http://www.kcf.or.jp/sunamachi/index.html 100人以上500人未満

397 江東区砂町文化センター　(サブ・レクホール) 江東区 江東区北砂5-1-7 03-3640-1751 http://www.kcf.or.jp/sunamachi/index.html 100人以上500人未満

398 江東区総合区民センター　(レクホール) 江東区 江東区大島4-5-1 03-3637-2261 http://www.kcf.or.jp/sogo/index.html 100人以上500人未満

399 江東区総合区民センター　(サブ・レクホール) 江東区 江東区大島4-5-1 03-3637-2261 http://www.kcf.or.jp/sogo/index.html 100人以上500人未満

400
江東区男女共同参画推進センター　パルシティ江東　(レクホー
ル)

江東区 江東区扇橋3-22-2 03-5683-0341
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/jinken/7803/d
anjocenter.html

100人以上500人未満

401 江東区東大島文化センター　(レクホール) 江東区 江東区大島8-33-9 03-3681-6331 http://www.kcf.or.jp/higashiohjima/index.html 100人以上500人未満

402 江東区東大島文化センター　(ＡＶ・ホール) 江東区 江東区大島8-33-9 03-3681-6331 http://www.kcf.or.jp/higashiohjima/index.html 100人未満

403 江東区古石場文化センター　(大研修室（レクホール）) 江東区 江東区古石場2-13-2 03-5620-0224 http://www.kcf.or.jp/furuishiba/index.html 100人以上500人未満

404 江東区文化センター　(ホール) 江東区 江東区東陽4-11-3 03-3644-8111 http://www.kcf.or.jp/koto/ 500人以上1,000人未満

405 江東区森下文化センター　(多目的ホール) 江東区 江東区森下3-12-17 03-5600-8666 http://www.kcf.or.jp/morishita/index.html 100人以上500人未満

406 江東区森下文化センター　(レクホール) 江東区 江東区森下3-12-17 03-5600-8666 http://www.kcf.or.jp/morishita/index.html 100人以上500人未満

407 江東区森下文化センター　(ＡＶ・ホール) 江東区 江東区森下3-12-17 03-5600-8666 http://www.kcf.or.jp/morishita/index.html 100人以上500人未満

408 江東公会堂 　ティアラこうとう　(大ホール) 江東区 江東区住吉2-28-36 03-3635-5500 http://www.kcf.or.jp/tiara/ 1,000人以上1,500人未満

409 江東公会堂 　ティアラこうとう　(小ホール) 江東区 江東区住吉2-28-36 03-3635-5500 http://www.kcf.or.jp/tiara/ 100人以上500人未満

410 新木場１ｓｔＲＩＮＧ 江東区 江東区新木場1-6-24 03-3521-1015 http://www.1st-ring.com/index.html 100人以上500人未満

411 チームスマイル・豊洲ＰＩＴ 江東区 江東区豊洲6-1-23 03-3531-7888 http://toyosu-pit.team-smile.org 2,000人以上

412 ディファ有明 江東区 江東区有明1-3-25 03-5500-3731 http://www.differ.co.jp/index.html 1,500人以上2,000人未満

413 東京カルチャーカルチャー 江東区
江東区青海1-3-11
Zepp Tokyo 2F

03-3599-2390 http://tcc.nifty.com 100人以上500人未満

414 東京国際交流館　プラザ平成　(国際交流会議場) 江東区
江東区青海2-2-1
国際研究交流大学村

03-5564-3030
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/tiec/index
.html

100人以上500人未満

415 東京国際交流館　プラザ平成　(メディアホール) 江東区
江東区青海2-2-1
国際研究交流大学村

03-5564-3030
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/tiec/index
.html

100人以上500人未満

416 豊洲文化センター　(ホール) 江東区 江東区豊洲2-2-18 03-3536-5061 http://www.kcf.or.jp/toyosu/index.html 100人以上500人未満

417 豊洲文化センター　(レクホール) 江東区 江東区豊洲2-2-18 03-3536-5061 http://www.kcf.or.jp/toyosu/index.html 100人以上500人未満

418 豊洲文化センター　(サブ・レクホール) 江東区 江東区豊洲2-2-18 03-3536-5061 http://www.kcf.or.jp/toyosu/index.html 100人以上500人未満

419 日本科学未来館　(未来館ホール) 江東区 江東区青海2-3-6 03-3570-9151 http://www.miraikan.jst.go.jp/ 100人以上500人未満

420 日本科学未来館　(イノベーションホール) 江東区 江東区青海2-3-6 03-3570-9151 http://www.miraikan.jst.go.jp/ 100人以上500人未満

421 深川江戸資料館　(小劇場) 江東区 江東区白河1-3-28 03-3630-8625 http://www.kcf.or.jp/fukagawa/index.html 100人以上500人未満

422 深川江戸資料館　(レクホール) 江東区 江東区白河1-3-28 03-3630-8625 http://www.kcf.or.jp/fukagawa/index.html 100人以上500人未満

423 SUR'S CLUB 品川区
品川区北品川1-3-5
吉川ビル

03-6451-4539 http://www.studio-sur.jp/ 100人未満

424 ＴＨＥ ＬＩＶＥ ＳＴＡＴＩＯＮ 品川区
品川区上大崎2-13-35
ニューフジビルB1F

03-3444-3464 http://www.livestation.co.jp/ 100人以上500人未満

425 ゲートシティホール 品川区
品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎B1F

03-5496-5311 http://www.gatecity.jp/hallandroom/ 100人以上500人未満

426 五反田文化センター　(音楽ホール) 品川区 品川区西五反田6-5-1 03-3492-2451
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

100人以上500人未満

427 小山台会館　(大ホール) 品川区 品川区小山4-11-12 03-5721-6171 https://www.koyamadai50.jp/index.html 100人以上500人未満

428 小山台会館　(中ホール) 品川区 品川区小山4-11-12 03-5721-6171 https://www.koyamadai50.jp/index.html 100人未満
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429 品川区荏原区民センター　(レクホール) 品川区 品川区荏原5-6-5 03-3788-7939
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
03000/hpg000002986.htm

100人以上500人未満

430 品川区中小企業センター　(レクリエーションホール) 品川区 品川区西品川1-28-3 03-3787-3041
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00100/hpg000000079.htm

100人以上500人未満

431
品川区立荏原平塚総合区民会館　スクエア荏原 　(ひらつか
ホール)

品川区 品川区荏原4-5-28 03-5788-5321
http://www.shinagawa-
culture.or.jp/hp/menu000002900/hpg000002815.h
tm

100人以上500人未満

432 品川区立荏原文化センター　(大ホール) 品川区 品川区中延1-9-15 03-3785-1241
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

500人以上1,000人未満

433 品川区立荏原文化センター　(レクリエーションホール) 品川区 品川区中延1-9-15 03-3785-1241
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

100人以上500人未満

434 品川区立総合区民会館　きゅりあん　(大ホール) 品川区 品川区東大井5-18-1 03-5479-4112
http://www.shinagawa-
culture.or.jp/hp/menu000000300/hpg000000242.h
tm

1,000人以上1,500人未満

435 品川区立総合区民会館　きゅりあん　(小ホール) 品川区 品川区東大井5-18-1 03-5479-4112
http://www.shinagawa-
culture.or.jp/hp/menu000000300/hpg000000242.h
tm

100人以上500人未満

436 品川健康センター　(ホール) 品川区
品川区北品川3-11-22
品川保健センター4-7F

03-5782-8507
http://www.shinagawa.esforta.jp/02_shinagawa.ht
ml

100人以上500人未満

437 品川歴史館　(講堂) 品川区 品川区大井6-11-1 03-3777-4060
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/histo
ryhp/hsindex.html

100人以上500人未満

438 十四世喜多六平太記念能楽堂 品川区 品川区上大崎4-6-9 03-3491-8813 http://kita-noh.com/ 100人以上500人未満

439
積水ハウスミュージカルシアター
四季劇場　(夏)

品川区 品川区広町2-1-18 03-5776-6730 https://www.shiki.jp/theatres/gr/natsu/ 1,000人以上1,500人未満

440 天王洲　銀河劇場 品川区
品川区東品川2-3-16
シーフォートスクエア2F

03-5769-0030 http://www.gingeki.jp/ 500人以上1,000人未満

441 旗の台文化センター　(レクリエーションホール) 品川区 品川区旗の台5-19-5 03-3786-5191
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

100人未満

442 東品川文化センター　(レクリエーションホール) 品川区 品川区東品川3-32-10 03-3472-2941
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

100人以上500人未満

443 ボナペティ 品川区
品川区中延3-8-7
サンハイツ中延B1F

03-3787-3634 http://bonappetit-live.com/ 100人未満

444 南大井文化センター　(レクリエーションホール) 品川区 品川区南大井1-12-6 03-3764-6511
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
00400/hpg000000314.htm

100人以上500人未満

445 八潮区民集会所　(レクホール) 品川区 品川区八潮5-10-27 03-3799-2000
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu0000
07300/hpg000007246.htm

100人以上500人未満

446 六行会ホール 品川区 品川区北品川2-32-3 03-3471-3200 http://www.rikkoukai.com/publics/index/29/ 100人以上500人未満

447 ＡＰＩＡ４０ 目黒区
目黒区碑文谷5-6-9
サンワホームズＢ1F

03-3715-4010 http://apia-net.com 100人以上500人未満

448 ＢＬＵＥＳ ＡＬＬＥＹ ＪＡＰＡＮ 目黒区
目黒区目黒1-3-14
目黒ホテルレオンインターナショナル
B1F

03-5496-4381 http://www.bluesalley.co.jp 100人以上500人未満

449 上目黒住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区祐天寺2-6-6 03-3793-1101
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/kamime.html

100人未満

450 ウッディシアター中目黒 目黒区
目黒区上目黒2-43-5
キャトルセゾンＢ1F

03-3791-6566 http://www.woodytheatre.com 100人以上500人未満

451 恵比寿ガーデンプレイス　(ザ・ガーデンホール) 目黒区 目黒区三田1-13-2 03-5424-0111 http://gardenplace.jp/hall/index.html 1,500人以上2,000人未満

452 恵比寿ガーデンプレイス　(ザ・ガーデンルーム) 目黒区 目黒区三田1-13-2 03-5424-0111 http://gardenplace.jp/hall/index.html 500人以上1,000人未満

453 学芸大学ＭＡＰＬＥＨＯＵＳＥ　(A STAGE) 目黒区
目黒区五本木3-18-7
第二飯島ビルＢ1F

03-6272-5282 http://www.maplehouse.jp 100人未満

454 菅刈住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区青葉台2-10-18 03-3461-7235
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/suge.html

100人未満

455 ギャラリー・カーサタナ 目黒区 目黒区自由が丘1-23-15 03-5726-1330 http://casatana.aaafactory.co.jp/CASA/ 100人未満

456 こまばアゴラ劇場 目黒区 目黒区駒場1-11-13 03-3467-2743 http://www.komaba-agora.com/ 100人未満

457 下目黒住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区下目黒2-20-19 03-5496-5813
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/shimome.html

100人未満

458 自由が丘オペラハウス 目黒区
目黒区自由が丘1-3-28
自由が丘オペラハウスビル2F

03-3723-1723 http://www.tspi.co.jp 100人未満

459 スタジオブラート 目黒区
目黒区青葉台4-7-7
青葉台マンション1F

03-5778-4828 http://www.studio-bulat.com/ 100人未満

460 千本桜ホール 目黒区
目黒区鷹番3-8-11
第3エスペランス3Ｆ

03-3715-4019 http://www.senbonzakura.jp 100人未満

461 鷹番住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区鷹番3-17-20 03-3715-9231
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/takaban.html

100人未満

462
田道住区センター三田分室　(三田分室レクリエーションホー
ル)

目黒区 目黒区三田2-10-33 03-3791-7901
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/mita.html

100人未満

463 中央町社会教育館　(レクリエーションホール) 目黒区
目黒区中央町2-4-18
中央町さくらプラザB1F

03-3713-4127
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/chuocho/index.html

100人以上500人未満

464 中央町さくらプラザ　(レクリエーションホール) 目黒区
目黒区中央町2-4-18
中央町さくらプラザ1F

03-3791-3541
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/gohongi.html

100人未満

465 中根住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区大岡山1-37-2 03-3725-8665
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/nakane.html

100人未満

466 中目黒 楽屋 目黒区 目黒区上目黒2-15-6 03-3714-2607 http://rakuya.asia/top.shtml 100人未満

467 中目黒GTプラザホール　(ホール) 目黒区 目黒区上目黒2-1-3 03-6412-5377
http://www.persimmon.or.jp/know/hall_nakame.ht
ml

100人以上500人未満
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電話番号 URL
収容可能人数帯No. 名称

所在区市町村
名

所在地

連絡先

468 中目黒キンケロシアター 目黒区 目黒区青葉台1-15-11 03-3496-1138 http://kinkero-theater.com/index.html 100人以上500人未満

469 中目黒トライ 目黒区
目黒区上目黒3-6-5
中目ビル5F

03-3710-7666
https://sites.google.com/a/nakameguro-
try.com/zhong-mu-heitorai/

100人以上500人未満

470 日本近代文学館　(講堂) 目黒区 目黒区駒場4-3-55 03-3468-4181 http://www.bungakukan.or.jp/ 100人以上500人未満

471 東根住区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区東が丘1-7-14 03-3795-4445
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/higane.html

100人未満

472 東山社会教育館　(レクリエーションホール) 目黒区
目黒区東山3-24-2
東山地区センター2F

03-3791-4611
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/higashiyama/index.html

100人以上500人未満

473 東山地区センター　(レクリエーションホール) 目黒区 目黒区東山3-24-2 03-3715-1836
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/higashi.html

100人未満

474 プリモ芸術工房 目黒区 目黒区洗足2-23-11 03-6421-6917 http://primoart.jp/ 100人未満

475 三田フレンズ　(三田フレンズレクリエーションホール) 目黒区
目黒区三田1-11-26
三田フレンズ2F

03-3791-7901
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/juku_center/mita.html

100人未満

476 緑が丘文化会館　別館　(第2レクリエーションホール) 目黒区 目黒区緑が丘2-7-20 03-3723-8741
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html

100人以上500人未満

477 緑が丘文化会館　本館　(第1レクリエーションホール) 目黒区 目黒区緑が丘2-14-23 03-3723-8741
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html

100人未満

478 目黒区青少年プラザ　(第1レクリエーションホール) 目黒区
目黒区中目黒2-10-13
中目黒スクエア内

03-5721-8575
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html

100人未満

479 目黒区青少年プラザ　(第2レクリエーションホール) 目黒区
目黒区中目黒2-10-13
中目黒スクエア内

03-5721-8575
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html

100人未満

480 目黒区中小企業センター　(目黒区民センター ホール) 目黒区 目黒区目黒2-4-36 03-3711-1135 http://megurokuchushokigyocenter.jp/ 100人以上500人未満

481 目黒区民センター社会教育館　(レクリエーションホール ) 目黒区 目黒区目黒2-4-36 03-3711-1137
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/kumin_center/index.html

100人以上500人未満

482 めぐろパーシモンホール　(大ホール) 目黒区 目黒区八雲1-1-1 03-5701-2924 http://www.persimmon.or.jp/ 1,000人以上1,500人未満

483 めぐろパーシモンホール　(小ホール) 目黒区 目黒区八雲1-1-1 03-5701-2924 http://www.persimmon.or.jp/ 100人以上500人未満

484 目黒本町社会教育館　(レクリエーションホール ) 目黒区 目黒区目黒本町2-1-20 03-3792-6321
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisets
u/kyoiku_shisetsu/megurohonmachi/index.html

100人以上500人未満

485 目黒鹿鳴館 目黒区
目黒区目黒1-5-17
山崎ビルB1F

03-3494-1801 http://www.rockmaykan.com/ 100人以上500人未満

486 GIGS TOKYO KAMATA 大田区 大田区西蒲田 7-27-6 03-3739-0596 http://livehouse-gigs.com/kamata/ 100人未満

487 Goodstock Tokyo 大田区
大田区北千束3-20-8
スターバレーⅡB1F

03-6451-7396 http://goodstock-tokyo.com/index.html 100人未満

488 ＴＩＡＴ ＳＫＹ ＨＡＬＬ 大田区
大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナル4Ｆ

03-6428-0456 http://www.tiatskyhall.jp 100人以上500人未満

489 新井宿会館　(集会室) 大田区 大田区中央4-31-14 03-3774-3121
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/araijuk
u_k/index.html

100人未満

490 池上会館　(集会室) 大田区 大田区池上1-32-8 03-3753-2241
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/ikegamikaik
an/index.html

100人以上500人未満

491 池上文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区池上4-21-13 03-3751-4861
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/ikegamibunkacenter.html

100人未満

492 石川町文化センター　(レクリエーションホール) 大田区 大田区石川町1-3-8 03-3728-1197
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/ishikawachobunkacenter.html

100人未満

493 入新井集会室　(大集会室) 大田区 大田区大森北1-10-14 03-5763-8811
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/iriarai_
s/index.html

100人未満

494 大岡山ＰＥＡＫ－Ｉ(ONE) 大田区
大田区北千束3-28-8
MINE BLD.B1F

03-3720-0190 http://www.peak-1.net/ 100人以上500人未満

495 大田区消費者生活センター　(大集会室) 大田区 大田区蒲田5-13-26-101 03-3736-7711
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/s_
center/index.html

100人以上500人未満

496 大田区民プラザ　(大ホール) 大田区 大田区下丸子3-1-3 03-3750-1611
http://www.ota-
bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx

500人以上1,000人未満

497 大田区民プラザ　(小ホール) 大田区 大田区下丸子3-1-3 03-3750-1611
http://www.ota-
bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx

100人以上500人未満

498 太田区民ホール・アプリコ　(大ホール) 大田区 大田区蒲田5-37-3 03-5744-1600
http://www.ota-
bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.asp
x

1,000人以上1,500人未満

499 太田区民ホール・アプリコ　(小ホール) 大田区 大田区蒲田5-37-3 03-5744-1600
http://www.ota-
bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.asp
x

100人以上500人未満

500 大田区立大田区民センター　(音楽ホール) 大田区 大田区新蒲田1-18-23 03-3734-0761
http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/kumin_cente
r/kumin_c/

500人以上1,000人未満

501
大田区立男女平等推進センター　エセナおおた　(多目的ホー
ル)

大田区 大田区大森北4-16-4 03-3766-4586 http://escena.sakura.ne.jp/ 100人以上500人未満

502 大田文化の森　(ホール) 大田区 大田区中央2-10-1 03-3772-0700
http://www.ota-
bunka.or.jp/facilities/bunka/tabid/200/Default.asp
x

100人以上500人未満

503 糀谷文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区西糀谷2-14-5 03-3743-1279
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/kojiyabunkacenter.html

100人未満

504 山王オーディアム 大田区 大田区山王1-14-7 03-3774-1571 http://www.sannoaudium.com/top.html 100人以上500人未満

505 山王フォレスト（大森山王FOREST） 大田区
大田区山王1-5-24
レコール山王 104(B1F)

03-5718-4130 http://wanekaze.com/forest/index.html 100人未満

506
三和ミュージックサロン
サロンA

大田区 大田区東糀谷2-5-8 03-3743-3624 http://www.sanwamusic.jp/index.html 100人未満

http://kinkero-theater.com/index.html
https://sites.google.com/a/nakameguro-try.com/zhong-mu-heitorai/
https://sites.google.com/a/nakameguro-try.com/zhong-mu-heitorai/
http://www.bungakukan.or.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/higane.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/higane.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/higashiyama/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/higashiyama/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/higashi.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/higashi.html
http://primoart.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/mita.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/juku_center/mita.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/midorigaoka/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/seishonen/index.html
http://megurokuchushokigyocenter.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/kumin_center/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/kumin_center/index.html
http://www.persimmon.or.jp/
http://www.persimmon.or.jp/
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/megurohonmachi/index.html
http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/kyoiku_shisetsu/megurohonmachi/index.html
http://www.rockmaykan.com/
http://livehouse-gigs.com/kamata/
http://goodstock-tokyo.com/index.html
http://www.tiatskyhall.jp/
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/araijuku_k/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/araijuku_k/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/ikegamikaikan/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/ikegamikaikan/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/ikegamibunkacenter.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/ikegamibunkacenter.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/ishikawachobunkacenter.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/ishikawachobunkacenter.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/iriarai_s/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/iriarai_s/index.html
http://www.peak-1.net/
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/s_center/index.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/manabu/s_center/index.html
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/aprico/tabid/177/Default.aspx
http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/kumin_center/kumin_c/
http://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/kumin_center/kumin_c/
http://escena.sakura.ne.jp/
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/bunka/tabid/200/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/bunka/tabid/200/Default.aspx
http://www.ota-bunka.or.jp/facilities/bunka/tabid/200/Default.aspx
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/kojiyabunkacenter.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacenter/kojiyabunkacenter.html
http://www.sannoaudium.com/top.html
http://wanekaze.com/forest/index.html
http://www.sanwamusic.jp/index.html
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507 シアタールノン 大田区 大田区大森西7-5-7 03-6404-6737 http://www.theater-norun.com/guide.html 100人以上500人未満

508 田園調布せせらぎ公園　(多目的室) 大田区 大田区田園調布1-53-10 03-5483-2461
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/denen
choufuseseragi_shuukai.html

100人未満

509 田園調布富士見会館　(多目的ホール) 大田区 大田区田園調布1-30-1 03-3722-5191
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/fujimi_
k/index.html

100人未満

510 萩中文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区萩中1-7-30 03-3743-3840
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/haginakabunkacenter.html

100人未満

511 馬込文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区中馬込3-26-3 03-3775-1370
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/magomebunkacenter.html

100人未満

512 南馬込文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区南馬込3-24-9 03-3771-8481
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/minamimagomebunkacenter.html

100人未満

513 嶺町集会室　(大集会室) 大田区 大田区田園調布本町7-1 03-3721-5532
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/minem
achi_s/index.html

100人以上500人未満

514 嶺町文化センター　(第一集会室) 大田区 大田区田園調布本町7-1 03-3721-5532
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/minemachibunkacenter.html

100人未満

515 美原文化センター 　(第一集会室) 大田区 大田区大森東1-28-9 03-3766-8031
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/miharabunkacenter.html

100人未満

516 雪谷文化センター 　(第一集会室) 大田区 大田区南雪谷5-18-3 03-3729-0066
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/yukigayabunkacenter.html

100人未満

517 ライフコミュニティ西馬込　(特別研修室) 大田区 大田区西馬込2-20-1 03-3778-2581
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/hall/comm
unity/index.html

100人未満

518 六郷文化センター 　(第二集会室) 大田区 大田区西六郷4-1-5 03-3738-4155
https://www.city.ota.tokyo.jp/shisetsu/bunkacent
er/rokugobunakacenter.html

100人未満

519 「劇」小劇場 世田谷区 世田谷区北沢2-6-6 03-3466-0020 http://www.honda-geki.com/gekisyogekijo.html 100人以上500人未満

520 ４４０（ｆｏｕｒ ｆｏｒｔｙ） 世田谷区
世田谷区代沢5-29-15
ＳＹビル1Ｆ

03-3422-9440 http://440.tokyo/ 100人以上500人未満

521 APOCシアター 世田谷区 世田谷区桜丘5-47-4 03-6321-7690 http://apoc-theater.net/ 100人未満

522 ＢｒｏａｄｅｒＨｏｕｓｅ 世田谷区 世田谷区松原5-27-10 03-3324-0919 http://broaderhouse.info/ 100人未満

523 Ｃｏｍ．Ｃａｆｅ 音倉 世田谷区
世田谷区北沢2-26-23
EL NIU B1F

03-6751-1311 http://www.otokura.jp/index.php 100人未満

524 ＧＡＲＡＧＥ 世田谷区 世田谷区北沢3-31-15 B1F 03-5454-7277 http://www.garage.or.jp 100人以上500人未満

525 ＧＲＡＰＥＦＲＵＩＴ ＭＯＯＮ 世田谷区
世田谷区太子堂2-8-12
佐々木ビルB1F

03-3487-8159 http://www.grapefruit-moon.com 100人以上500人未満

526 ｉＴＳＣＯＭ ＳＴＵＤＩＯ ＆ ＨＡＬＬ 二子玉川ライズ 世田谷区
世田谷区玉川1-14-1
二子玉川ライズ2Ｆ

03-6732-7340 http://www.studio-hall.jp 100人以上500人未満

527 Karura Hall 世田谷区 世田谷区経堂3-16-12 03-3439-7505 http://www.karurahall.com/ 100人未満

528 KIWA 世田谷区 世田谷区玉川3-20-11 Ｂ1Ｆ 03-6805-7948 http://oasis-kiwa.com/ 100人以上500人未満

529 Ｌａｇｕｎａ 世田谷区
世田谷区北沢2-2-3
エルサント北沢1Ｆ

03-6903-4185 http://www.daisybar.jp/laguna/index.html 100人未満

530 ＬＩＶＥ ＢＡＲ ＢＩＧ ＭＯＵＴＨ 世田谷区
世田谷区代沢5-6-14
前田ビル2F

090-9374-1123 http://www.livebarbigmouth.com 100人未満

531 ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ ＦＥＶＥＲ 世田谷区
世田谷区羽根木1-1-14
新代田ビル1Ｆ

03-6304-7899 http://www.fever-popo.com 100人以上500人未満

532 Ｍｕｓｉｃ Ｉｓｌａｎｄ Ｏ 世田谷区
世田谷区北沢2-8-8
ＮＳビル3Ｆ

03-6407-1688 http://o.organiq.biz 100人未満

533 OFF・OFFシアター 世田谷区
世田谷区北沢2-11-8
TAROビル3F

03-3424-3755 http://www.honda-geki.com/offoff.html 100人以上500人未満

534 ROCKER ROOM 世田谷区
世田谷区池尻3-17-12
河豚鮮会館ビルB1F

03-3419-6914 http://www.rockerroom.net/ 100人未満

535 ＳＥＥＤ ＳＨＩＰ 世田谷区
世田谷区代沢5-32-13
露崎商店ビル3F

03-6805-2805 http://seed-ship.com/index.php 100人未満

536 ｓｈｉｍｏｋｉｔａｚａｗａ ＧＡＲＤＥＮ 世田谷区
世田谷区北沢2-4-5
mosia B1F

03-3410-3431 http://gar-den.in 500人以上1,000人未満

537 ｓｈｉｍｏｋｉｔａｚａｗａ ＴＨＲＥＥ 世田谷区
世田谷区代沢5-18-1
カラバッシュビルB1F

03-5486-8804 http://www.toos.co.jp/3/ 100人以上500人未満

538 STRAWBERRY FIELDS 世田谷区
世田谷区上馬4-11-20
上馬パピリオンB1F

03-3795-2290 http://www.sftokyo.com/ 100人未満

539 アレイホール 世田谷区
世田谷区北沢2-24-8
下北沢アレイビル

03-3468-1086 http://www.alleyhall.com/ 100人以上500人未満

540 アレーナホール 世田谷区
世田谷区玉川3-17-1
玉川高島屋ショッピングセンター西館
1Ｆ

03-3709-2222 http://www.tamagawa-sc.com/arena/ 100人以上500人未満

541 上北沢区民センター　(多目的ホール) 世田谷区 世田谷区上北沢3-8-9 03-3290-3701
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004107.html

100人以上500人未満

542 宇宙館 世田谷区 世田谷区松原3-19-12 03-6379-5001 http://wuchukwan.web.fc2.com/ 100人未満

543 梅ヶ丘ＢＯＸ 世田谷区
世田谷区梅丘1-24-14
フリート梅丘Ｂ1F

03-3426-6294 http://rinkogun.com/Umeaoka_Box.html 100人未満

544 駅前劇場 世田谷区
世田谷区北沢2-11-8
TAROビル3F

03-3414-0019 http://www.honda-geki.com/ekimae.html 100人以上500人未満

545 オーキッド ミュージック サロン　(ホール) 世田谷区
世田谷区玉川2-2-1
二子玉川ライズ バーズモールB1F

03-5797-5415
http://www.s-music-
c.co.jp/OMS/top_orchidmusicsalon.html

100人以上500人未満
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546 粕谷区民センター　(多目的ホール) 世田谷区 世田谷区粕谷4-13-6 03-3305-3131
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004108.html

100人以上500人未満

547 風知空知 世田谷区
世田谷区北沢2-14-2
JOW3ビル4F

03-5433-2191 http://fu-chi-ku-chi.jp 100人未満

548 北沢区民会館　北沢タウンホール　(ホール) 世田谷区 世田谷区北沢2-8-18 03-5478-8006 http://kitazawatownhall.jp/ 100人以上500人未満

549 キッド・アイラック・アート・ホール 世田谷区 世田谷区松原2-43-11 03-3322-5564 http://kidailack.co.jp 100人未満

550 砧区民会館（成城ホール）　(多目的ホール) 世田谷区 世田谷区成城6-2-1 03-3482-1313 http://seijohall.jp/ 100人以上500人未満

551 経堂ゴキゲンヤガレージ 世田谷区 世田谷区船橋6-8-4‐Ｂ1F 03-3306-5080 http://gokigenya-garage.info/ 100人未満

552 ザ・スズナリ 世田谷区 世田谷区北沢1-45-15 03-3469-0511 http://www.honda-geki.com/suzunari2.html 100人以上500人未満

553 桜丘区民センター　(集会室兼体育室) 世田谷区 世田谷区桜丘5-14-1 03-3439-0541
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004101.html

100人以上500人未満

554 サロン・テッセラ 世田谷区 世田谷区太子堂4-22-6-4F 電話番号不明 http://www.salon-tessera.com/ 100人未満

555 三軒茶屋ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ ＤＯＯＲ 世田谷区
世田谷区三軒茶屋1-33-19
ケイオーハロービルB1F

03-3410-9581
03-3413-9331(事
務所)

http://www.geocities.jp/xxxheavensdoorxxx/ 100人以上500人未満

556 シアター７１１ 世田谷区 世田谷区北沢1-45-15 03-3469-9711 http://www.honda-geki.com/711.html 100人未満

557 シアターミネルヴァ 世田谷区 世田谷区北沢2-7-14 03-5738-7673 http://t-minerva.com 100人未満

558 しもきた空間リバティ 世田谷区
世田谷区北沢2-11-3
イサミヤビル4F

03-3413-8420 http://www.liberty-entertain.com 100人未満

559 下北沢 ＣＬＵＢ Ｑｕｅ 世田谷区
世田谷区北沢2-5-2
ビックベンビルB2F

03-3412-9979 http://www.ukproject.com/que 100人以上500人未満

560 下北沢 ＬＩＶＥＨＯＬＩＣ 世田谷区
世田谷区北沢2-6-5
ルイビル5F

03-5738-7169 http://liveholic.jp 100人以上500人未満

561 下北沢 ろくでもない夜 世田谷区
世田谷区 北沢 2-6-5
ルイビル3F

03-6804-9567 http://69demonai46.com/ 100人以上500人未満

562 下北沢ＢＡＳＥＭＥＮＴ ＢＡＲ 世田谷区
世田谷区代沢5-18-1
カラバッシュビルB1F

03-5481-6366 http://www.toos.co.jp/basementbar/ 100人以上500人未満

563 下北沢ｃｌｕｂ Ｃａｖｅ－Ｂｅ 世田谷区
世田谷区北沢2-14-16
北沢プラザB1F

03-3412-7373 http://www.cave-be.net/tokyo/ 100人以上500人未満

564 下北沢ＣＬＵＢ２５１ 世田谷区
世田谷区代沢5-29-15
SYビルB1F

03-5481-4141 http://www.club251.com/ 100人以上500人未満

565 下北沢ＤａｉｓｙＢａｒ 世田谷区
世田谷区北沢2-2-3
エルサント北沢B1F

03-3421-0847 http://www.daisybar.jp 100人以上500人未満

566 下北沢ＥＲＡ 世田谷区
世田谷区北沢2-34-5
プリマヴェール下北沢4F

03-5465-6568 http://s-era.jp 100人以上500人未満

567 下北沢ＭＯＳＡｉＣ 世田谷区
世田谷区北沢2-2-14
モアイ茶沢1F・B1F

03-5787-4559
http://www.studio-
museum.com/mosaic/index2.html

100人以上500人未満

568 下北沢ＲｅＧ 世田谷区
世田谷区代沢5-30-10
アール下北沢B1F

03-6450-9346 http://www.reg-r2.com/ 100人以上500人未満

569 下北沢ＳＨＥＬＴＥＲ 世田谷区
世田谷区北沢2-6-10
仙田ビルB1F

03-3466-7430 http://www.loft-prj.co.jp/SHELTER/index2.html 100人以上500人未満

570 下北沢ｗａｖｅｒ 世田谷区
世田谷区北沢2-14-13
フタバビルB1F

03-6804-0094 http://waverwaver.net/ 100人以上500人未満

571 下北沢ボイスファクトリー 世田谷区
世田谷区代田5-19-4
下北沢Voiceビル

070-3991-4933 http://www.voicefactorylive.com/ 100人未満

572 下北沢ロフト 世田谷区
世田谷区代沢5-31-8
エクセレント下北沢B1F

03-3412-6990 http://www.shimokitazawa-loft.com/live/ 100人未満

573 小劇場Ｂ１ 世田谷区
世田谷区北沢2-8-18
北沢タウンホールB1F

03-6416-8281 http://www.honda-geki.com/b1main.html 100人以上500人未満

574 小劇場楽園 世田谷区
世田谷区北沢2-10-18
藤和下北沢ハイタウンB棟地下1F

03-3466-0903 http://www.honda-geki.com/rakuen.html 100人以上500人未満

575 代田区民センター　(多目的室) 世田谷区 世田谷区代田6-34-13 03-6407-8408
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004102.html

100人以上500人未満

576 ステージカフェ 下北沢亭 世田谷区 世田谷区代沢5−29−9 2F 03-6356-0818 http://shimokitazawatei.com/# 100人未満

577 世田谷区民会館　(ホール) 世田谷区 世田谷区世田谷4-21-27 03-5432-2837
https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/setagaya
/

1,000人以上1,500人未満

578 世田谷区立烏山区民会館　(ホール) 世田谷区 世田谷区南烏山6-2-19 03-3326-3511
https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/karasuya
ma/

100人以上500人未満

579 世田谷区立玉川区民会館　(ホール) 世田谷区 世田谷区等々力3-4-1 03-3702-1675
https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/tamagaw
a/

100人以上500人未満

580
世田谷区立玉川区民会館別館　上用賀アートホール　(集会
室)

世田谷区 世田谷区上用賀5-14-1-102 03-3708-4455 http://kamiyouga-arthall.hall-info.jp/ 100人以上500人未満

581 世田谷文化生活情報センター　(パブリックシアター) 世田谷区 世田谷区太子堂4-1-1 03-5432-1500 http://www.setagaya-ac.or.jp/ 500人以上1,000人未満

582 世田谷文化生活情報センター　(シアタートラム) 世田谷区 世田谷区太子堂4-1-1 03-5432-1500 http://www.setagaya-ac.or.jp/ 100人以上500人未満

583 東京音実劇場 世田谷区
世田谷区玉川2-26-3
N2ビル地下2F

03-5491-5910 http://www.onjitsu.com/index.shtml 100人未満

584 ハーフ・ムーン・ホール 世田谷区 世田谷区北沢4-10-4 03-6423-1126 http://www.halfmoonhall.com/ 100人以上500人未満
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http://www.salon-tessera.com/
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https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/karasuyama/
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http://www.setagaya-ac.or.jp/
http://www.setagaya-ac.or.jp/
http://www.onjitsu.com/index.shtml
http://www.halfmoonhall.com/
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585 東演パラータ 世田谷区 世田谷区代田1-30-13 03-3419-2871 http://www.t-toen.com/parata.html 100人未満

586 深沢区民センター　(ホール) 世田谷区 世田谷区深沢4-33-11 03-3705-4761
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004105.html

100人以上500人未満

587 本多劇場 世田谷区 世田谷区北沢2-10-15 03-3468-0030 http://www.honda-geki.com/honda.html 100人以上500人未満

588 松本記念音楽迎賓館 世田谷区 世田谷区岡本2-32-15 03-3709-5951 http://ongakugeihinkan.jp/ 100人未満

589 宮坂区民センター　(多目的ホール) 世田谷区 世田谷区宮坂1-24-6 03-3706-3501
http://www.city.setagaya.lg.jp/shisetsu/1202/123
5/d00004100.html

100人未満

590 モナレコード 世田谷区
世田谷区北沢2-13-5
伊奈ビル2F&3F

03-5787-3326 http://www.mona-records.com/ 100人以上500人未満

591 APC 弦楽器工房　ホール　ラトリエ 渋谷区
渋谷区東1-26-30
渋谷イーストビル 1F

03-6427-1088 http://www.latelierbyapc.com/latelier/index.html 100人未満

592 ａｒｔ ｃａｆｅ Ｆｒｉｅｎｄｓ 渋谷区
渋谷区恵比寿南1-7-8
恵比寿サウスワンビルB1F

03-6382-9050 http://www.artcafefriends.jp/index.html 100人以上500人未満

593 ＡＳＴＲＯ ＨＡＬＬ 渋谷区
渋谷区神宮前4-32-12
ニューウェイブ原宿B1F

03-3402-3089 http://www.astro-hall.com 100人以上500人未満

594 ａｕｂｅ渋谷 渋谷区
渋谷区宇田川町4-7
トウセン宇田川町ビル5F

03-5459-2896 http://1091m.com/?page_id=8 100人以上500人未満

595 B.Y.G 渋谷区 渋谷区 道玄坂 2-19-14 03-3461-8574 http://www.byg.co.jp/ 100人未満

596 ＢＡＴＩＣＡ 渋谷区
渋谷区恵比寿南3-1-25
ICE CUBE1F/2F

03-5734-1995 http://www.batica.jp/ 100人以上500人未満

597 Bunkamura 　(オーチャードホール) 渋谷区 渋谷区道玄坂2-24-1 03-3477-9111 http://www.bunkamura.co.jp/orchard/ 2,000人以上

598 Bunkamura 　(シアターコクーン) 渋谷区 渋谷区道玄坂2-24-1 03-3477-9111 http://www.bunkamura.co.jp/orchard/ 500人以上1,000人未満

599 CBGK　シブゲキ！！ 渋谷区
渋谷区道玄坂 2-29-5
ザ・プライム 6F

03-6415-3363 http://cbgk.jp/index.html 100人以上500人未満

600 ＣＨＥＬＳＥＡ ＨＯＴＥＬ 渋谷区
渋谷区宇田川町4-7
トウセン宇田川ビルB1F

03-3770-1567 http://chelseahotel.jp 100人以上500人未満

601 club asia 渋谷区 渋谷区円山町1-8 03-5458-2551 http://www.clubasia.co.jp 100人以上500人未満

602 ｃｌｕｂ ｂａｒ ＦＡＭＩＬＹ 渋谷区
渋谷区渋谷1-10-2
志水ビルB1F

03-3400-9182
 (21時以降)

http://club-bar-family.com/ 100人以上500人未満

603 Club CRAWL 渋谷区
渋谷区東1-25-2
マルハシビルB1F

03-3498-3113 http://bighitcompany.com/crawl/ 100人以上500人未満

604 DDD AOYAMA CROSS THEATER 渋谷区
渋谷区渋谷1-3-3
SIA青山ビルディングB1F

03-5468-5475 http://www.ddd-hall.com/about/ 100人以上500人未満

605 ＤＥＳＥＯ ｍｉｎｉ ｗｉｔｈ ＶＩＬＬＡＧＥ ＶＡＮＧＵＡＲＤ 渋谷区 渋谷区桜丘町3-12 03-3464-2228 http://www.deseo.co.jp/mini/ 100人以上500人未満

606 ｄｕｏ ＭＵＳＩＣ ＥＸＣＨＡＮＧＥ 渋谷区
渋谷区道玄坂2-14-8
O-EASTビル1F

03-5459-8716 http://www.duomusicexchange.com 500人以上1,000人未満

607 ＥＢＩＳ ３０３ イベントホール 渋谷区 渋谷区恵比寿1-20-8 0120-303-557 https://www.ebis303.com/hall/ 500人以上1,000人未満

608 Ｇａｌａｘｙ － ｇｉｎｇａｋｅｉ 渋谷区 渋谷区神宮前5-27-7 B1F 03-6427-2099 http://www.thegalaxy.jp/ 100人以上500人未満

609 ＧＡＲＲＥＴ ｕｄａｇａｗａ 渋谷区
渋谷区宇田川町13-16
国際ビルB館B1F

03-3463-0069
http://www.cyclone1997.com/garret/garret_home.
html

100人以上500人未満

610 HAKUJU HALL 渋谷区
渋谷区富ヶ谷1-37-5
(株)白寿生科学研究所本社ビル 7F

03-5478-8867 https://www.hakujuhall.jp/ 100人以上500人未満

611 hall 60 渋谷区
渋谷区神宮前6-34-14
原宿表参道ビルB2F

03-5467-7051 http://hall60.com/index.html 100人未満

612
HILLSIDE TERRACE
HILLSIDE PLAZA

渋谷区 渋谷区猿楽町29-18 03-3780-5977 http://www.hillsideterrace.com/index2.html 100人以上500人未満

613 Ｉ ＬＯＶＥ ＴＯＫＹＯ 渋谷区 渋谷区本町4-19-1 B1F 03-3373-6087 http://www.ilovetokyo.jp.net/ 100人以上500人未満

614 Ｊ－ＰＯＰ ＣＡＦＥ ＳＨＩＢＵＹＡ 　(Ｇｌａｓｉｓ) 渋谷区
渋谷区宇田川町31-2
渋谷ビーム7Ｆ

03-5456-5767 http://j-popcafe.com/floor-map/ 100人以上500人未満

615 Ｊ－ＰＯＰ ＣＡＦＥ ＳＨＩＢＵＹＡ 　(ｂａｎｃｏｔ) 渋谷区
渋谷区宇田川町31-2
渋谷ビーム7Ｆ

03-5456-5767 http://j-popcafe.com/floor-map/ 100人以上500人未満

616 JZ Brat SOUND OF TOKYO 渋谷区
渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー東急ホテル2F

03-5728-0168 http://www.jzbrat.com/ 100人以上500人未満

617 KATA 渋谷区
渋谷区東3-16-6
LIQUIDROOM 2F

電話番号不明 http://kata-gallery.net/ 100人以上500人未満

618 ＬＡＳＴ ＷＡＬＴＺ ｂｙ ｓｈｉｏｓａｉ 渋谷区
渋谷区渋谷2-12-13
八千代ビルB1F

03-6427-4651 http://lastwaltz.info/ 100人以上500人未満

619 ＬＩＱＵＩＤＲＯＯＭ 渋谷区 渋谷区東3-16-6 03-5464-0800 http://www.liquidroom.net 1,000人以上1,500人未満

620 ＬＩＶＥ ｌａｂｏ代々木 渋谷区
渋谷区代々木1-31-12
日綜代々木ビルB1F

03-5354-3120 http://www.yoyogi-labo.com/ 100人以上500人未満

621 ＬＩＶＥ ＳＴＡＧＥ ＧＵＩＬＴＹ 渋谷区
渋谷区道玄坂1-17-6
プロスペクトB1F

03-3770-1130 http://www.guilty.ne.jp 100人以上500人未満

622 Ｌｉｖｅ＆Ｐｕｂ Ｓｈｉｂｕｙａ ｇｅｅ－ｇｅ． 渋谷区
渋谷区宇田川町3-10
フィエスタ渋谷4Ｆ

03-6416-3468 http://www.gee-ge.net/ 100人以上500人未満

623 LIVING ROOM CAFE by eplus 渋谷区
渋谷区道玄坂2-29-5
渋谷プライム5F

03-6452-5424 http://livingroomcafe.jp/ 100人以上500人未満
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624 ＬＯＯＰ 代官山 渋谷区 渋谷区鉢山町13-12 B1F 03-6277-5032 http://www.live-loop.com 100人以上500人未満

625 LOUNGE NEO 渋谷区
渋谷区道玄坂2-21-7
第8矢澤ビル5F

03-5458-2551 http://www.loungeneo.com/venue/ 100人以上500人未満

626 LUMINE 0　(ホール) 渋谷区 渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 03-3352-1146 http://www.lumine.ne.jp/luminezero/ 100人以上500人未満

627 LUMINE 0　(スタジオ1) 渋谷区 渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 03-3352-1146 http://www.lumine.ne.jp/luminezero/ 100人以上500人未満

628 LUMINE 0　(スタジオ2) 渋谷区 渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 03-3352-1146 http://www.lumine.ne.jp/luminezero/ 100人以上500人未満

629 Midnight Lounge ballo ballo 渋谷区
渋谷区宇田川町12-18
東急ハンズB1F

03-6277-5032
http://www.live-
loop.com/ballo/schedule/schedule.html

100人以上500人未満

630 Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE 渋谷区
渋谷区道玄坂2-29-5
渋谷プライム6F

03-5459-5050 http://www.pleasure-pleasure.jp/index.php 100人以上500人未満

631 Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｌａ Ｄｏｎｎａ 渋谷区
渋谷区神宮前4-28-21
ハーモニー原宿B1F

03-5775-6775 http://www.la-donna.jp/ 100人未満

632 ｎａｇｏｍｉｘ渋谷 渋谷区
渋谷区神南1-15-8
引き出しのような家にB1F

03-6809-0833 http://www.nagomix.co.jp/ 100人以上500人未満

633 NHKホール 渋谷区 渋谷区神南2-2-1 03-3465-1751 http://www.nhk-sc.or.jp/nhk_hall/index.html 2,000人以上

634 ＮＯＳ ＥＢＩＳＵ 渋谷区
渋谷区恵比寿南2-3-14
コンツェ恵比寿B1F

03-5773-1727 http://www.nos-ebisu.com/ 100人以上500人未満

635 PARCO劇場 渋谷区
渋谷区宇田川町15-1
パルコ パート1  9F

03-3477-5858 http://www.parco-play.com/web/ 100人以上500人未満

636 RUBY ROOM 渋谷区
渋谷区道玄坂2-25-17
カスミビル

03-3780-3022 http://rubyroomtokyo.com/ 100人以上500人未満

637 ＲＵＩＤＯ Ｋ２ 渋谷区
渋谷区桜丘町16-12
MUSIC LAND KEY B1F

03-3462-5310 http://www.ruido.org/k2/ 100人以上500人未満

638 Ｓｈｉｂｕｙａ ｅｇｇｍａｎ 渋谷区 渋谷区神南1-6-8 03-3496-1561 http://www.eggman.jp 100人以上500人未満

639 Shibuya Glad 渋谷区
渋谷区道玄坂2-21-7
第8矢澤ビル2F・3F

03-5458-2551 http://shibuya-glad.com/venue/ 100人以上500人未満

640 Ｓｔａｇｅ Ｈｏｕｓｅ Ｌａ．ｍａｍａ 渋谷区
渋谷区道玄坂1-15-3
プリメーラ道玄坂B1F

03-3464-0801 http://www.lamama.net 100人以上500人未満

641 ＳＹＤホール 渋谷区 渋谷区千駄ケ谷4-25-2 03-3405-5555 http://www.syd.or.jp/hallgaiyo.htm 100人以上500人未満

642 Ｔｈｅ Ｓａｄ Ｃａｆｅ ＳＴＵＤＩＯ 渋谷区
渋谷区神宮前1-9-12
ロイスダールビルB1F-2F

0120-438-489 http://www.sadcafe.com/studio/ 100人以上500人未満

643 ＴＳＵＴＡＹＡ Ｏ－Ｃｒｅｓｔ 渋谷区 渋谷区道玄坂2-14-8 5F 03-3770-1095 http://shibuya-o.com/crest/ 100人以上500人未満

644 ＴＳＵＴＡＹＡ Ｏ－ＥＡＳＴ 渋谷区 渋谷区道玄坂2-14-8 2F 03-5458-4681 http://shibuya-o.com/east/ 1,000人以上1,500人未満

645 ＴＳＵＴＡＹＡ Ｏ－ｎｅｓｔ 渋谷区
渋谷区円山町2-3
O-WESTビル6F

03-3462-4420 http://shibuya-o.com/nest/ 100人以上500人未満

646 ＴＳＵＴＡＹＡ Ｏ－ＷＥＳＴ 渋谷区 渋谷区円山町2-3 2F 03-5784-7088 http://www.shibuya-o.com 500人以上1,000人未満

647 ＵＮＤＥＲ ＤＥＥＲ ＬＯＵＮＧＥ 渋谷区
渋谷区神南1-3-4
神南ビルB1F

03-5728-2655 http://www.under-dl.jp/ 100人以上500人未満

648 ＵＮＩＴ 渋谷区
渋谷区恵比寿西1-34-17
ザ・ハウスビルB1F

03-5459-8630 http://www.unit-tokyo.com 500人以上1,000人未満

649 ＷＡＳＴＥＤ ＴＩＭＥ 渋谷区
渋谷区宇田川町31-3
第3田中ビルB1F

03-3461-8383 http://www.wastedtime.jp/index.html 100人未満

650 ＷＯＭＢ 渋谷区 渋谷区円山町2-16 03-5459-0039 http://www.womb.co.jp/ 1,000人以上1,500人未満

651 ＷＷＷ 渋谷区
渋谷区宇田川町13-17
ライズビル地下

03-5458-7685 http://www-shibuya.jp 100人以上500人未満

652 Ｚｈｅｒ ｔｈｅ ＺＯＯ ＹＯＹＯＧＩ 渋谷区
渋谷区代々木1-30-1
代々木パークビルB1F

03-5358-4491 http://www.ukproject.com/zherthezoo 100人以上500人未満

653 アイア 2.5 シアタートーキョー 渋谷区
渋谷区神南2-1-1
国立代々木競技場　渋谷プラザ

03-6407-1680 http://aiia-theater.com/ 500人以上1,000人未満

654 青山蜂 渋谷区
渋谷区渋谷4-5-9
青山ビルディング2F-4F

03-5766-4887 http://aoyama-hachi.net/ 100人以上500人未満

655 アコスタディオ 渋谷区 渋谷区神宮前1-23-27 03-3408-4541 http://nttbj.itp.ne.jp/0334084541/index.html 100人未満

656 アトリエ・ムジカ 渋谷区
渋谷区代々木1-58-11
中沢ビルB1F

03-5350-2250 http://home.att.ne.jp/kiwi/musica/index.htm 100人以上500人未満

657 アンコール渋谷 渋谷区 渋谷区渋谷3-7-2 B1F 03-5935-8425 http://encoreshibuya.com/ 100人未満

658 恵比寿・エコー劇場 渋谷区 渋谷区東3-18-3 03-5466-3322 http://www.s-echo.co.jp/ 100人以上500人未満

659 恵比寿ｃｌｕｂ ａｉｍ 渋谷区
渋谷区恵比寿4-22-7
イーストスクエアビルB1F

03-5422-6657 http://clubaim.com/ 100人以上500人未満

660 恵比寿ＣｒｅＡｔｏ 渋谷区
渋谷区東3-14-19
オークヒルズB1F

03-6427-5273 http://www.creato.bz/ 100人以上500人未満

661 恵比寿天窓．ｓｗｉｔｃｈ 渋谷区
渋谷区恵比寿3-28-4
ATOビルB1F

03-5795-1887 http://otonami.com/switch_top 100人以上500人未満

662 踊心ダンスシアター 渋谷区
渋谷区神南1-15-5
神南プラザビルB1F

03-6416-3352 http://odorigokoro.jp/rental/ 100人以上500人未満

http://www.live-loop.com/
http://www.loungeneo.com/venue/
http://www.lumine.ne.jp/luminezero/
http://www.lumine.ne.jp/luminezero/
http://www.live-loop.com/ballo/schedule/schedule.html
http://www.live-loop.com/ballo/schedule/schedule.html
http://www.pleasure-pleasure.jp/index.php
http://www.la-donna.jp/
http://www.nagomix.co.jp/
http://www.nhk-sc.or.jp/nhk_hall/index.html
http://www.nos-ebisu.com/
http://www.parco-play.com/web/
http://rubyroomtokyo.com/
http://www.ruido.org/k2/
http://www.eggman.jp/
http://shibuya-glad.com/venue/
http://www.lamama.net/
http://www.syd.or.jp/hallgaiyo.htm
http://www.sadcafe.com/studio/
http://shibuya-o.com/crest/
http://shibuya-o.com/east/
http://shibuya-o.com/nest/
http://www.shibuya-o.com/
http://www.under-dl.jp/
http://www.unit-tokyo.com/
http://www.wastedtime.jp/index.html
http://www.womb.co.jp/
http://www-shibuya.jp/
http://www.ukproject.com/zherthezoo
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http://home.att.ne.jp/kiwi/musica/index.htm
http://encoreshibuya.com/
http://www.s-echo.co.jp/
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http://odorigokoro.jp/rental/
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663 表参道ＧＲＯＵＮＤ 渋谷区 渋谷区神宮前4-2-12 WES 03-5772-8566 http://www.omotesando-ground.jp/ 100人以上500人未満

664 表参道ヒルズ　スペース オー 渋谷区 渋谷区神宮前4-12-10 03-3497-0293
http://www.omotesandohills.com/event-
space/space-o.html

100人以上500人未満

665 カワイ表参道 パウゼ　(コンサートサロン「パウゼ」) 渋谷区 渋谷区神宮前5-1 03-3409-2511 http://shop.kawai.jp/omotesando/floor/2f.html 100人以上500人未満

666 北参道ストロボカフェ 渋谷区
渋谷区千駄ヶ谷4-3-10
ニューベリー千駄ヶ谷B1F

03-3405-2005 http://www.strobe-cafe.com/kitasando/ 100人未満

667 紀伊国屋サザンシアター 渋谷区
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
タカシマヤタイムズスクエア 紀伊國屋
書店新宿南店7F

03-5361-3321
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/theatre.htm
l

100人以上500人未満

668 クロコダイル 渋谷区
渋谷区神宮前6-18-8
ニュー関口ビルB1F

03-3499-5205 http://www.crocodile-Live.jp/ 100人以上500人未満

669 古賀政男音楽博物館 渋谷区 渋谷区上原3-6-12 03-3460-9051 http://www.koga.or.jp/index.html 100人以上500人未満

670
国立オリンピック記念青少年総合センタ－　(カルチャー棟　大
ホール)

渋谷区 渋谷区代々木神園町3-1 03-3467-7201 http://nyc.niye.go.jp/ 500人以上1,000人未満

671
国立オリンピック記念青少年総合センタ－　(カルチャー棟　小
ホール)

渋谷区 渋谷区代々木神園町3-1 03-3467-7201 http://nyc.niye.go.jp/ 100人以上500人未満

672 国立能楽堂　(能舞台) 渋谷区 渋谷区千駄ヶ谷4-18-1 03-3423-1331 http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html 500人以上1,000人未満

673 国立能楽堂　(研修能舞台) 渋谷区 渋谷区千駄ヶ谷4-18-1 03-3423-1331 http://www.ntj.jac.go.jp/nou.html 100人以上500人未満

674 サラヴァ東京 渋谷区
渋谷区松濤1-29-1
クロスロードビルB1F

03-6427-8886 http://l-amusee.com/saravah/ 100人以上500人未満

675 参宮橋 ＴＲＡＮＣＥ ＭＩＳＳＩＯＮ 渋谷区
渋谷区代々木4-50-8
参宮橋ゲストハウスB1F

03-5825-4661 http://www.trance-mission.jp/main.html 100人未満

676 山野ホール 渋谷区 渋谷区代々木1-53-1 03-3379-0111 http://www.yamanohall.com/ 500人以上1,000人未満

677 シアター代官山 渋谷区 渋谷恵比寿西2-12-12 03-3476-0189 http://www.himawari.net/about/theater.html 100人以上500人未満

678 シダックス・カルチャーホール 渋谷区
渋谷区神南1-12-10
シダックス カルチャービレッジ8F

03-5784-8830 http://www.shidax.co.jp/ssv/hall/index.html 100人以上500人未満

679 七面鳥 渋谷区 渋谷区道玄坂2-14-17 03-3461-2123 http://www.7mentyo.com/index.html 100人未満

680 シニア・いきいきコミュニティ・美竹の丘　(多目的ホール) 渋谷区
渋谷区渋谷1-18-9
(美竹の丘・しぶや内)

03-3486-4594
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/senior/mita
ke.html

100人以上500人未満

681 渋谷 ＨＯＭＥ 渋谷区
渋谷区渋谷1-10-7
グローリア宮益坂III B1F

03-5774-5822 http://www.toos.co.jp/home/index.html 100人以上500人未満

682 渋谷 ＬＵＳＨ 渋谷区
渋谷区渋谷1-10-7
グローリア宮益坂III B1F

03-5467-3071 http://www.toos.co.jp/lush/ 100人以上500人未満

683 渋谷 ＳＯＮＧＬＩＮＥＳ 渋谷区
渋谷区宇田川町41-29
石井ビル2F

03-5784-4186 http://song-bird.net/songlines/ 100人未満

684 渋谷 ＴＡＫＥ ＯＦＦ ７ 渋谷区
渋谷区宇田川町32-12
アソルティ渋谷B1F

03-3770-7755 http://kox-radio.jp/to7-top.html 100人以上500人未満

685 渋谷７ｔｈ ＦＬＯＯＲ 渋谷区
渋谷区円山町2-3
O-WESTビル7F

03-3462-4466 http://7th-floor.net/ 100人以上500人未満

686 渋谷ＣＬＵＢ ＱＵＡＴＴＲＯ 渋谷区 渋谷区宇田川町32-13 4F・5F 03-3477-8750 http://www.club-quattro.com 100人以上500人未満

687 渋谷ｃｌｕｂ乙－ｋｉｎｏｔｏ－ 渋谷区
渋谷区桜丘町3-3
第二岡崎ビルB1F

03-3780-1010 http://kinoto.jp/ 100人以上500人未満

688 渋谷ＣＹＣＬＯＮＥ 渋谷区
渋谷区宇田川町13-16
国際ビルA館B2F

03-3463-0069 http://www.cyclone1997.com/home.html 100人以上500人未満

689 渋谷ＤＥＳＥＯ 渋谷区
渋谷区桜丘町3-3
第二岡崎ビル1F

03-5457-0303 http://deseo.co.jp 100人以上500人未満

690 渋谷ＬＯＯＰ ＡＮＮＥＸ 渋谷区
渋谷区宇田川町14-14
コーノビルB1F

03-3496-7060 http://www.live-loop.com/ 100人以上500人未満

691 渋谷Ｍｉｌｋｙｗａｙ 渋谷区
渋谷区宇田川町4-7
トウセン宇田川町ビル3F

03-6416-3227 http://www.shibuyamilkyway.com/ 100人以上500人未満

692 渋谷ＰＬＵＧ 渋谷区 渋谷区神南1-23-13 B2F 03-5428-9188 http://shibuya-plug.tv/ 100人以上500人未満

693 渋谷ＲＥＸ 渋谷区
渋谷区道玄坂1-18-3
プレミア道玄坂ビルB1F

03-5728-4911 http://www.ruido.org/rex/ 100人以上500人未満

694 渋谷Ｓｔａｒ ｌｏｕｎｇｅ 渋谷区
渋谷区宇田川町4-7
トウセン宇田川ビル1F

03-6277-5373 http://www.starlounge.jp 100人以上500人未満

695 渋谷ＴＨＥ ＧＡＭＥ 渋谷区
渋谷区宇田川町4-7
トウセン宇田川町ビル2F

03-5456-5038 http://www.shibuyathegame.com/ 100人以上500人未満

696 渋谷ＶＵＥＮＯＳ 渋谷区
渋谷区道玄坂2-21-7
第8矢澤ビル1F・B1F

03-5458-2551 http://vuenos.com/venue/home 100人以上500人未満

697 渋谷アップリンク　(UP　LINK　FACTORY) 渋谷区
渋谷区宇田川町37-18
トツネビル

03-6825-5503 http://www.uplink.co.jp/ 100人未満

698 渋谷区文化総合センター大和田　(さくらホール) 渋谷区 渋谷区桜丘町23-21 03-3464-3381 http://www.shibu-cul.jp/ 500人以上1,000人未満

699 渋谷区文化総合センター大和田　(伝承ホール) 渋谷区 渋谷区桜丘町23-21 03-3464-3381 http://www.shibu-cul.jp/ 100人以上500人未満

700 渋谷シアターＤ 渋谷区
渋谷区神南1-15-8
引き出しのような家に4F

03-3463-6004 http://www.theater-d.com/ 100人以上500人未満

701 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール　(ホールＡ) 渋谷区 渋谷区渋谷2-21-1 9F 03-5468-5088 http://www.hikarie.jp/hall/index.html 1,000人以上1,500人未満
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http://nyc.niye.go.jp/
http://nyc.niye.go.jp/
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702 渋谷ヒカリエ ヒカリエホール　(ホールＢ) 渋谷区 渋谷区渋谷2-21-1 9F 03-5468-5088 http://www.hikarie.jp/hall/index.html 100人以上500人未満

703 女性と政治センター 　(多目的ホール) 渋谷区
渋谷区代々木2-21-11
婦選会館

03-3370-0238 http://ichikawa-fusae.or.jp/index.html 100人以上500人未満

704 神宮前穏田区民会館　(集会場) 渋谷区 渋谷区神宮前6-31-5 03-3407-1807
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_onden.html

100人以上500人未満

705 新国立劇場　(オペラ劇場) 渋谷区 渋谷区本町1-1-1 03-5351-3011 http://www.nntt.jac.go.jp/ 1,500人以上2,000人未満

706 新国立劇場　(中劇場) 渋谷区 渋谷区本町1-1-1 03-5351-3011 http://www.nntt.jac.go.jp/ 1,000人以上1,500人未満

707 新国立劇場　(小劇場) 渋谷区 渋谷区本町1-1-1 03-5351-3011 http://www.nntt.jac.go.jp/ 100人以上500人未満

708 セルリアンタワー能楽堂 渋谷区 渋谷区桜丘町26-1 B2F 03-3477-6412 http://www.ceruleantower.com/nohtheater.html 100人以上500人未満

709 千駄ヶ谷区民会館　(集会場) 渋谷区 渋谷区神宮前1-1-10 03-3402-7854
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_sendagaya.html

100人以上500人未満

710 全労災ホール　スペース・ゼロ 渋谷区
渋谷区代々木2-12-10
全労済会館

03-3375-8741 http://www.spacezero.co.jp/ 1,000人以上1,500人未満

711 代官山NOMAD 渋谷区
渋谷区猿楽町3-9
アベニューサイド代官山3F

03-3770-3723 http://www.daikanyama-nomad.com/ 100人未満

712 タカギクラヴィア 松濤サロン 渋谷区 渋谷区松濤1-26-4 03-3770-9611 http://takagiklavier.com/salon.html 100人未満

713 デュオステージ ＢＢｓ 渋谷区
渋谷区笹塚2-7-11
日神デュオステージ笹塚西館B1 2号
館

03-3377-0777 http://www.djdj.co.jp/duobbs/ 100人以上500人未満

714 東急シアターオーブ 渋谷区
渋谷区渋谷2-21-1
渋谷ヒカリエ11F

03-3477-9111 http://theatre-orb.com/index.html 1,500人以上2,000人未満

715 東京354CLUB 渋谷区
渋谷区宇田川町30-5
JowビルB1F

03-6455-0225 http://354club.com/ 100人以上500人未満

716 東京ウィメンズプラザ　(ホール) 渋谷区 渋谷区神宮前5-53-67 03-5467-1711 http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/ 100人以上500人未満

717 日仏会館ホール 渋谷区 渋谷区恵比寿3-9-25 1F 03-5424-1141 http://www.mfjtokyo.or.jp/ja/hall-room.html 100人以上500人未満

718 幡ヶ谷区民会館　(集会場) 渋谷区 渋谷区幡ヶ谷3-4-1 03-3377-6203
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_hatagaya.html

500人以上1,000人未満

719 初台Ｔｈｅ ＤＯＯＲＳ 渋谷区 渋谷区本町1-2-1 03-5350-5800 http://1091m.com/?page_id=274 100人以上500人未満

720 初台区民館　(大集会室) 渋谷区 渋谷区初台1-33-10 03-3370-8605
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_hatsudai.html

100人以上500人未満

721 原宿クエストホール 渋谷区 渋谷区神宮前1-13-14 03-3470-6331 http://www.quest-hall.or.jp/ 100人以上500人未満

722 原宿ストロボカフェ 渋谷区
渋谷区神宮前1-20-13
ディアテックビル1F

03-6447-4495 http://www.strobe-cafe.com/harajuku/ 100人以上500人未満

723 晴れたら空に豆まいて 渋谷区
渋谷区代官山町20-20
モンシェリー代官山B2F

03-5456-8880 http://mameromantic.com/ 100人以上500人未満

724 プーク人形劇場 渋谷区 渋谷区代々木2-12-3 03-3379-0234 http://www.puk.jp/theatre/theater.html 100人以上500人未満

725 フォレストリミット 渋谷区
渋谷区幡ヶ谷2-8-15
幡ヶ谷KODAビルB1F 102

03-6276-2886 http://forestlimit.com/fl/ 100人未満

726 本町区民会館　(大集会場) 渋谷区 渋谷区本町4-9-7 03-3376-8453
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_honmachi.html

100人以上500人未満

727 ミュージックサロン エスプリ 渋谷区
渋谷区南平台町17-6
SVAX南平台ビル3F

03-6455-0190 http://www.musicsalonesprit.com/ 100人未満

728 ムジカーザ 渋谷区 渋谷区西原3-33-1 03-5454-0054 http://www.musicasa.co.jp/members/index.html 100人以上500人未満

729 ユーロライブ 渋谷区
渋谷区円町1-5
KINOHAUS 2F　ユーロスペース内

03-3461-0211 http://eurolive.jp/ 100人以上500人未満

730 よしもと∞ホール 渋谷区
渋谷区宇田川町31-2
渋谷ビーム内

03-5728-8880 http://www.yoshimoto.co.jp/mugendai/ 100人以上500人未満

731 代々木Ｂａｒｂａｒａ 渋谷区
渋谷区代々木1-42-4
代々木P1ビルB1F

03-3320-5895 http://www.yoyogi-barbara.jp/ 100人以上500人未満

732 代々木能舞台 渋谷区 渋谷区代々木4-36-14 03-3370-2757 http://www.yoyoginoubutai.com/ 100人以上500人未満

733 代々木の森 リブロホール 渋谷区
渋谷区代々木3-35-4
ミネビル　2F

03-3372-4531 http://libromusic.co.jp/index.html 100人未満

734 代々木八幡区民会館　(集会場) 渋谷区 渋谷区代々木 5-1-15 03-3466-3239
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km
_yoyogi8man.html

100人以上500人未満

735 ラパン・エ・アロ 渋谷区
渋谷区神宮前5-44-2
LAPIN ET HALOT

03-5469-2570 http://www.lapin-et.com/index.html 100人以上500人未満

736 ラフォーレミュージアム六本木 渋谷区
渋谷区六本木1-9-9
六本木ファーストビルB1F

03-3585-7670 http://www.lapnet.jp/space/lmr 1,000人以上1,500人未満

737 リフレッシュ氷川　(集会室) 渋谷区 渋谷区東1-26-23 03-5466-7700
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/ref_hikawa.ht
ml

100人以上500人未満

738 LIVE CAFE 弁天 中野区
中野区本町4-39-7
ＴＮビルＢ1Ｆ

03-5340-8270 http://www.benten55.com/top.htm 100人以上500人未満

739 Ｍｕｓｉｃ Ｂａｒ ＭＥＬＯＤＩＡ Ｔｏｋｙｏ 中野区
中野区弥生町1-9-3
ロックフォード第2ビル長者橋B1F

03-6317-8101 http://www.rockfordrecords.com/melodiatokyo/ 100人以上500人未満

740 S.U.B Tokyo 中野区
中野区本町2-28-11
不二ハイツB1F

電話番号不明 http://sub-tokyo.com/ 100人以上500人未満
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http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km_onden.html
http://www.nntt.jac.go.jp/
http://www.nntt.jac.go.jp/
http://www.nntt.jac.go.jp/
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http://www.daikanyama-nomad.com/
http://takagiklavier.com/salon.html
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http://theatre-orb.com/index.html
http://354club.com/
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http://www.mfjtokyo.or.jp/ja/hall-room.html
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http://www.musicsalonesprit.com/
http://www.musicasa.co.jp/members/index.html
http://eurolive.jp/
http://www.yoshimoto.co.jp/mugendai/
http://www.yoyogi-barbara.jp/
http://www.yoyoginoubutai.com/
http://libromusic.co.jp/index.html
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km_yoyogi8man.html
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/kmkaikan/km_yoyogi8man.html
http://www.lapin-et.com/index.html
http://www.lapnet.jp/space/lmr
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/ref_hikawa.html
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/ref_hikawa.html
http://www.benten55.com/top.htm
http://www.rockfordrecords.com/melodiatokyo/
http://sub-tokyo.com/
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741 Special Colors 中野区
中野区新井5-9-1
アーバンハイム津嶋地下

03-6425-7830 http://specialcolors.jp/ 100人未満

742 アミューズメントプレイスSEL 中野区
中野区沼袋4-31-1
NSプラザ沼袋B101

03-3389-6392 http://www.selabo.net/ 100人以上500人未満

743 ウエストエンドスタジオ 中野区
中野区新井5-1-1
スタジオライフ1F

03-5942-5858 http://www.studio-life.com/westend/index.html 100人以上500人未満

744 梅若能楽学院会館　(梅若能楽堂) 中野区 中野区東中野2-6-14 03-3363-7748 http://umewakanoh.exblog.jp 100人以上500人未満

745 オルタナティブスペースＲＡＦＴ 中野区 中野区中野1-4-4 1Ｆ（事務所3F） 03-3365-0307 http://raftweb.info/ 100人未満

746 芝居砦・満天星 中野区
中野区上高田4-19-6
ゴールデンマンションＢ2F

03-3385-7188 http://s-ryo.sakura.ne.jp/ex/map.html 100人未満

747 新中野ワニズホール 中野区
中野区本町4-35-10
渡辺ビルB1F

080-4837-0249 http://wanizhall.net/ 100人未満

748 中野 テルプシコール 中野区 中野区中野3-49-15 1F 03-3338-2728 http://www.studioterpsichore.com/index.html 100人以上500人未満

749 中野ｈｅａｖｙｓｉｃｋ ＺＥＲＯ 中野区
中野区中野5-41-8
カースク中野B1F・B2F

03-5380-1413 http://www.heavysick.co.jp/zero/ 100人未満

750 中野ＭＯＯＮ ＳＴＥＰ 中野区 中野区中央5-39-16 03-3380-7739 http://wall-moonstep.com/moon/top.html 100人以上500人未満

751 中野区野方区民ホール　(野方区民ホール) 中野区 中野区野方5-3-1 03-3310-3861 http://nicesacademia.jp/facility/nogata.html 100人以上500人未満

752 中野区もみじ山文化センター　なかのZERO　(大ホール) 中野区 中野区中野2-9-7 03-5340-5000 http://nicesacademia.jp/ 1,000人以上1,500人未満

753 中野区もみじ山文化センター　なかのZERO　(小ホール) 中野区 中野区中野2-9-7 03-5340-5000 http://nicesacademia.jp/ 500人以上1,000人未満

754 中野区もみじ山文化センター　なかのZERO　(視聴覚ホール) 中野区 中野区中野2-9-7 03-5340-5000 http://nicesacademia.jp/ 100人以上500人未満

755 なかの芸能小劇場　(なかの芸能小劇場) 中野区 中野区中野5-68-7 03-5380-0931 http://nicesacademia.jp/facility/shogekijo.html 100人以上500人未満

756 中野サンプラザ 中野区 中野区中野4-1-1 03-3388-2893 http://www.sunplaza.jp/ 2,000人以上

757 ポケットスクエア　(ザ・ポケット) 中野区 中野区中野3-22-8 03-3381-8422
http://www.pocketsquare.jp/the_pocket/index.htm
l

100人以上500人未満

758 ポケットスクエア　(劇場 MOMO) 中野区 中野区中野3-22-8 03-3381-8422
http://www.pocketsquare.jp/the_pocket/index.htm
l

100人以上500人未満

759 ポケットスクエア　(テアトル BONBON) 中野区 中野区中野3-22-8 03-3381-8422
http://www.pocketsquare.jp/the_pocket/index.htm
l

100人以上500人未満

760 ポケットスクエア　(劇場HOPE) 中野区 中野区中野3-22-8 03-3381-8422
http://www.pocketsquare.jp/the_pocket/index.htm
l

100人未満

761 レパートリーシアター kaze 中野区 中野区東中野1-2-4 03-3363-3261 http://www.kaze-net.org/ 100人以上500人未満

762 ＡＲＴ ＴＨＥＡＴＥＲ かもめ座 杉並区
杉並区阿佐谷南3-5-2
牧野ビルＢ1F

03-3935-2856 http://www.kamomeza.com/ 100人未満

763 Ａｓａｇａｙａ／Ｌｏｆｔ Ａ 杉並区 杉並区阿佐谷南1-36-16 Ｂ1F 03-5929-3445 http://www.loft-prj.co.jp/lofta/ 100人以上500人未満

764 Live Bar BUNGA 杉並区
杉並区天沼3-1-5
サン建設ビルB1F

03-3220-9355 http://www.livebar-bunga.com/ 100人以上500人未満

765 LIVE HOUSE Kanademia 杉並区
杉並区梅里1-7-21
15ビルＢ1F

03-5913-9903 http://kanademia.com/index.html#id67 100人未満

766 Live Spot Terra 西荻窪 杉並区
杉並区西荻北3-22-20
坂巻ビル1Ｆ

03-3395-7611 http://www.wood-corp.com/terra/index.html 100人未満

767 Next Sunday 杉並区
杉並区阿佐谷南1-35-23
第一横川ビルＢ1F

03-3316-6799 http://nextsunday.jp/index.html 100人未満

768 ＰＥＮＧＵＩＮ ＨＯＵＳＥ 杉並区
杉並区高円寺北3-24-8
みすずビルＢ1F

03-3330-6294 http://penguinhouse.net 100人未満

769 ｓｏｎｏｒｉｕｍ 杉並区 杉並区和泉3-53-16 03-6768-3000 http://www.sonorium.jp 100人以上500人未満

770 Studio K　(Studio2) 杉並区 杉並区高円寺南4-39-17 03-3315-2080
http://kobayashi-yk.com/html/studio-
k/index.html

100人以上500人未満

771 Studio K　(Studio3) 杉並区 杉並区高円寺南4-39-17 03-3315-2080
http://kobayashi-yk.com/html/studio-
k/index.html

100人未満

772 Ｕ．Ｆ．Ｏ．ＣＬＵＢ 杉並区
杉並区高円寺南1-11-6
ハーモニーヒルズＢ1F

03-5306-0240 http://www.ufoclub.jp 100人以上500人未満

773 明石スタジオ 杉並区 杉並区高円寺南4-10-6 03-3316-0400 http://www.akashi-studio.net/ 100人以上500人未満

774 阿佐ヶ谷アートスペースプロット 杉並区 杉並区阿佐谷南1-9-10 03-3315-5400 http://artspace-plot.jp/ 100人未満

775 阿佐ヶ谷アルシェ 杉並区
杉並区阿佐谷南1-36-15
レオビルＢ1F

03-3935-2856 http://www.kamomeza.com/ 100人未満

776 あさがやドラム 杉並区
杉並区成田東5-35-12
山清ビルＢ1F

03-5347-3663 http://asagaya-drum.com 100人未満

777 阿佐谷地域区民センター　(第4・第5集会室（一体使用）) 杉並区 杉並区阿佐谷南1-47-17 03-3314-7211
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006943.html

100人未満

778 アトリエだるま座 杉並区
杉並区荻窪5-10-22
美好屋ビルＢ1F

03-3392-9779 http://www.daruma-za.net/ 100人未満

779 井草地域区民センター　(第1・第2集会室（一体使用）) 杉並区 杉並区下井草5-7-22 03-3301-7720
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006944.html

100人未満
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780
永福和泉地域区民センター　(第1・第2・第3集会室（一体使
用）)

杉並区 杉並区和泉3-8-18 03-5300-9411
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006945.html

100人以上500人未満

781 荻窪 club Doctor 杉並区
杉並区上荻1-16-10
ローレルビルB1F

03-3392-1877
http://3rushmusic.com/ogikubo_club_doctor.html#
schedule

100人未満

782 荻窪地域区民センター　(第1・第2集会室（一体使用）) 杉並区 杉並区荻窪2-34-20 03-3398-9125
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006946.html

100人未満

783 荻窪地域区民センター　(第4・第5集会室（一体使用）) 杉並区 杉並区荻窪2-34-20 03-3398-9125
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006946.html

100人未満

784 音楽専門空間 クレモニア 杉並区 杉並区荻窪5-22-7 03-3392-1077 http://www.cremonia.com/index.html 100人未満

785 久我山会館　(ホール) 杉並区 杉並区久我山3-23-20 03-3333-3436
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/kaikan/1006960.html

100人以上500人未満

786 高円寺CLUB Ｍｉｓｓｉｏｎ’ｓ 杉並区 杉並区高円寺南4-52-1 03-5888-5605 http://www.live-missions.com/ 100人以上500人未満

787 高円寺Ｃｌｕｂ ＲＯＯＴＳ！ 杉並区
杉並区高円寺北3-22-3
群星館Ｂ1F

03-3330-0447 http://www.muribushi.jp 100人以上500人未満

788 高円寺ＨＩＧＨ 杉並区 杉並区高円寺南4-30-1 03-5378-0382 http://koenji-high.com/ 100人以上500人未満

789 ザムザ阿佐谷 杉並区
杉並区阿佐谷北2-12-21
ラピュタビルB1F

03-5327-7640 http://www.laputa-jp.com/zamza/main/ 100人以上500人未満

790 シアターシャイン 杉並区 杉並区阿佐谷南1-15-15 03-5378-9125 http://theatershine.com 100人未満

791 新高円寺ＣＬＵＢ ＬＩＮＥＲ 杉並区
杉並区梅里2-9-11
小池ビルB1F

03-3318-6130 http://www.club-liner.net/ 100人以上500人未満

792 新東京会館　(大ホール) 杉並区 杉並区阿佐谷南1-34-6 03-3315-9115 http://www.shintokyokaikan.co.jp/index.html 100人以上500人未満

793 杉並区立勤労福祉会館　(ホール) 杉並区 杉並区桃井4-3-2 03-3301-0811
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sangyo
/kinro/1007452.html

100人以上500人未満

794
杉並区立社会教育センター・高円寺地域区民センター（セシオ
ン杉並)　(ホール)

杉並区 杉並区梅里1-22-32 03-3317-6621
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006947.html

500人以上1,000人未満

795 杉並区立杉並芸術会館　座・高円寺 　(座・高円寺1) 杉並区 杉並区高円寺北2-1-2 03-3223-7500 http://za-koenji.jp/ 100人以上500人未満

796 杉並区立杉並芸術会館　座・高円寺 　(座・高円寺2) 杉並区 杉並区高円寺北2-1-2 03-3223-7500 http://za-koenji.jp/ 100人以上500人未満

797 杉並区立杉並芸術会館　座・高円寺 　(阿波おどりホール) 杉並区 杉並区高円寺北2-1-2 03-3223-7500 http://za-koenji.jp/ 100人以上500人未満

798 杉並公会堂　(大ホール) 杉並区 杉並区上荻1-23-15 03-3220-0401 http://www.suginamikoukaidou.com/ 1,000人以上1,500人未満

799 杉並公会堂　(小ホール) 杉並区 杉並区上荻1-23-15 03-3220-0401 http://www.suginamikoukaidou.com/ 100人以上500人未満

800 杉並能楽堂 杉並区 杉並区和田 1-55-9 03-3381-2279 http://foundation.suginami-nohgakudo.com/ 100人以上500人未満

801 スタジオ・エルミタージュ 杉並区 杉並区下井草3-3-2 03-6913-3660 http://st-hermitage.com/salon.html 100人未満

802
高井戸地域区民センター(高井戸市民センター)　(第1・第2集会
室（一体使用）)

杉並区 杉並区高井戸東3-7-5 03-3331-7841
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006948.html

100人未満

803 西荻窪FLAT 杉並区 杉並区西荻南3-17-2 03-3335-9131 http://flat.rinky.info 100人未満

804 西荻地域区民センター　(ホール) 杉並区 杉並区桃井4-3-2 03-3301-0811
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/center/1006949.html

100人以上500人未満

805 葉月ホールハウス 杉並区 杉並区善福寺2-30-19 03-5310-3546 http://www.hazukihh.com/about/index.html 100人未満

806 浜田山会館　(ホール) 杉並区 杉並区浜田山1-36-3 03-3302-4555
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/kaikan/1006961.html

100人以上500人未満

807 東高円寺 ロサンゼルス・クラブ 杉並区 杉並区高円寺南1-7-2 Ｂ1F 03-3314-8887 http://www.losangelesclub.jp/ 100人未満

808 東高円寺二万電圧 杉並区
杉並区高円寺南1-7-23
L-GRAZIA東高円寺B1F

03-6304-9970 http://den-atsu.com/ 100人以上500人未満

809 ひつじ座 杉並区
杉並区梅里2-40-19
ワールドビルＢ1F

03-3313-6161 http://vector7.info 100人未満

810 方南会館　(ホール) 杉並区 杉並区和泉4-42-5 03-3311-4201
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/kaikan/1006962.html

100人以上500人未満

811 方南区民集会所　(多目的ルーム) 杉並区 杉並区方南1-27-8 03-3322-4225
http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/katsud
o/shukaijo/1006957.html

100人未満

812 遊空間がざびぃ 杉並区
杉並区西荻北5-9-12
そらの上

03-3395-0133 http://www.gazavie.com 100人未満

813 ワーサルシアター 杉並区
杉並区上高井戸1-8-4
Toyaビル.3 B1F

03-6310-6683 http://worsal.com/theater/index.html 100人以上500人未満

814 ＧＧサロン 豊島区 豊島区千早1-16-14 4Ｆ 03-3530-5342 https://www.gendaiguitar.com/gg_html.php?id=22 100人未満

815 ＫＩＮＧＳＸ ＴＯＫＹＯ 豊島区
豊島区西池袋3-29-4
大成ビル1F

03-5985-4818 http://kingsxtokyo.com/ 100人以上500人未満

816 ＬｉｖｅＨｏｕｓｅＭＡＮＨＯＬＥ 豊島区
豊島区西池袋1-3-5
山中ビルＢ1F

03-5957-1080 http://www.livehousemanhole.com/top.html 100人以上500人未満

817 ＲＥＤ－Ｚｏｎｅ 豊島区
豊島区池袋1-16-18
グランメゾンTJ B1F

03-5391-0645 http://www.red-zone.info/NPC/TOP.html 100人以上500人未満

818 アートスペースサンライズホール 豊島区
豊島区南池袋4-19-6
日ノ出ビルＢ1F

03-3985-3986 http://www.geocities.jp/artspace_sunrise/ 100人以上500人未満
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819 池袋 Absolute Blue 豊島区
豊島区西池袋1-15-6
豊島会館B2F

03-5904-8576 http://absol.blue/index.html 100人未満

820 池袋　FIELD 豊島区
豊島区西池袋3-23-1
小倉ビルB1F

03-5951-5925 http://field-live.com/main.html 100人未満

821 池袋 Hoteyes 豊島区 豊島区西池袋2-39-9 B1F 03-6907-3340 http://www.hoteyes.jp/index.html 100人以上500人未満

822 池袋 ＬｉｖｅＧａｒａｇｅ Ａｄｍ 豊島区
豊島区東池袋1-22-1
GSハイムB1F

03-3983-9387 http://www.adm-rock.com/ 100人以上500人未満

823 池袋 ＬｉｖｅＨｏｕｓｅ ｍｏｎｏ 豊島区
豊島区南池袋3-13-17
MASASHITA5ビル

03-6304-0043 http://live-mono.com/ikebukuro/ 100人以上500人未満

824 池袋ＢｌａｃｋＨｏｌｅ 豊島区
豊島区池袋2-3-5
曙ビルB1F

03-5955-7396 http://black-hole.jp/ 100人以上500人未満

825 池袋ＣＹＢＥＲ 豊島区
豊島区東池袋1-43-14
佐藤ビルB1F

03-3985-5844 http://www.ikebukuro-cyber.com/ 100人以上500人未満

826 池袋Dot 豊島区
豊島区南池袋3-13-17
MASHITA5ビルB1F

03-6907-2711 http://ikebukurodot.com/ 100人以上500人未満

827 池袋ＥＤＧＥ 豊島区
豊島区南池袋1-23-6
KDG池袋ビルB2F

03-6907-1811
03-6907-1812

http://xxxrecords.jp/edge/ 100人以上500人未満

828 池袋ＬＩＫＥ ＩＴ 豊島区 豊島区池袋4-26-11 B1-2 03-5944-9255 http://likeit.biz/ 100人以上500人未満

829 池袋ＬＩＶＥ ＩＮＮ ＲＯＳＡ 豊島区
豊島区西池袋1-37-12
ロサ会館B2F

03-5956-3463 http://www.live-inn-rosa.com/ 100人以上500人未満

830 池袋ｍｉｓｍａｔｃｈ 豊島区
豊島区東池袋1-44-10
タイガースビル1F

03-6915-2774 http://mismatchikebukuro.com/ 100人以上500人未満

831 池袋Ｏｎｌｙ ｙｏｕ 豊島区
豊島区池袋2-64-11
平和ビル2F

03-6912-6959 http://onlyyouofficial.web.fc2.com/ 100人以上500人未満

832 池袋ＲＵＩＤＯ Ｋ３ 豊島区
豊島区池袋2-12-9
広瀬ビルB1F

03-5944-8851 http://www.ruido.org/k3/ 100人以上500人未満

833 池袋演芸場 豊島区 豊島区西池袋1-23-1 03-3971-4545 http://www.ike-en.com/index2.html 100人未満

834 池袋鈴ん小屋 豊島区
豊島区東池袋1-47-1
庚申ビルディングB1F

03-6382-7273 http://www.ringoya.org/ 100人未満

835 上池袋コミュニティセンター　(多目的ホール) 豊島区
豊島区上池袋2-5-1
健康プラザとしま7F

03-5974-7224
http://www.city.toshima.lg.jp/069/kurashi/kumink
atsudo/007314/shukaishitsu/005184.html

100人未満

836 大塚ＭＥＥＴＳ 豊島区 豊島区南大塚3-50-1 B1F 03-6303-3226 http://meets.rinky.info/ 100人以上500人未満

837 大塚ハーツプラス 豊島区
豊島区北大塚2-16-7
セイコーガーデンXI B1F

03-5944-5424 http://hearts-web.net/plus/ 100人以上500人未満

838 音処・手刀（チョップ) 豊島区
豊島区池袋2-46-3
シーマ100-B1F

03-5951-1127 http://chop-tokyo.info/ 100人以上500人未満

839 学習院創立百周年記念会館 豊島区 豊島区目白1-5-1 03-5992-1053 http://www.gakushuin.ac.jp/ad/kanri/kaikan.html 1,000人以上1,500人未満

840 北池袋新生館シアター 豊島区
豊島区池袋本町1-37-8
中村ビル2Ｆ

090-7856-6296 http://kitaike-shinseikan.com/ 100人未満

841 区民ひろば富士見台　(集会室) 豊島区 豊島区南長崎1-6-1 03-3950-6871
http://www.city.toshima.lg.jp/072/kurashi/kumink
atsudo/007314/shisetsu/030610.html

100人未満

842 区民ひろば南池袋　(集会室) 豊島区 豊島区南池袋3-5-12 03-3984-5896
http://www.city.toshima.lg.jp/088/kurashi/kumink
atsudo/007314/shisetsu/030607.html

100人未満

843 こまごめわいわいほーる 豊島区
豊島区駒込2-7-11
比米ビルB1F

03-5980-7072 http://www.waiwaihall.com/ 100人以上500人未満

844 サンシャイン劇場 豊島区
豊島区東池袋3-1-4
サンシャイン文化会館4F

03-3987-5281 http://www.sunshine-theatre.co.jp/index.html 500人以上1,000人未満

845 シアターＫＡＳＳＡＩ 豊島区 豊島区東池袋1-45-2 03-5944-9227 http://www.kassaikikaku.co.jp/RIYOU.html 100人以上500人未満

846 シアターグリーン　　(BIG THREE THEATER) 豊島区 豊島区南池袋2-20-4 03-3983-0644 http://www.theater-green.com/ 100人以上500人未満

847 シアターグリーン　　(BOX in BOX THEATER) 豊島区 豊島区南池袋2-20-4 03-3983-0644 http://www.theater-green.com/ 100人以上500人未満

848 シアターグリーン　　(BASE THEATER) 豊島区 豊島区南池袋2-20-4 03-3983-0644 http://www.theater-green.com/ 100人未満

849 自由学園朝日館 豊島区 豊島区西池袋2-31-3 03-3971-7535 http://www.jiyu.jp/ 100人以上500人未満

850 小劇場 てあとるらぽう 豊島区
豊島区長崎5-1-32
城北日専連ビルB1F

03-3956-8868 http://www.t-rapport.e-w-arts.biz/index.html 100人未満

851 巣鴨地域文化創造館（中山道待夢）　(多目的ホール) 豊島区 豊島区巣鴨4-15-11 03-3576-2637 http://www.toshima-mirai.jp/center/e_sugamo/ 100人未満

852 雑司が谷音楽堂 豊島区 豊島区雑司が谷2-17-12 03-5960-4515 http://zoshigayaongakudo.music.coocan.jp/ 100人未満

853 雑司が谷地域文化創造館　(多目的ホール) 豊島区
豊島区雑司が谷3-1-7
千登世橋教育文化センター内

03-3590-1253 http://www.toshima-mirai.jp/center/e_zoshigaya/ 100人以上500人未満

854 高田馬場ＣＬＵＢ ＰＨＡＳＥ 豊島区
豊島区高田3-8-5
セントラル・ワセダB1F

03-5911-2777 http://www.club-phase.com/ 100人以上500人未満

855 千早地域文化創造館 　(第一会議室) 豊島区 豊島区千早2-35-12 03-3974-1335 http://www.toshima-mirai.jp/center/e_chihaya/ 100人未満

856 帝京平成大学池袋キャンパス内集会室　(集会室) 豊島区 豊島区東池袋2-51-4 050-3784-3784
http://www.city.toshima.lg.jp/069/kurashi/kumink
atsudo/007314/007325.html

100人未満

857 東京芸術劇場　(コンサートホール) 豊島区 豊島区西池袋1-8-1 03-5391-2111 http://www.geigeki.jp/ 1,500人以上2,000人未満
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858 東京芸術劇場　(プレイハウス) 豊島区 豊島区西池袋1-8-1 03-5391-2111 http://www.geigeki.jp/ 500人以上1,000人未満

859 東京芸術劇場　(シアターイースト) 豊島区 豊島区西池袋1-8-1 03-5391-2111 http://www.geigeki.jp/ 100人以上500人未満

860 東京芸術劇場　(シアターウエスト) 豊島区 豊島区西池袋1-8-1 03-5391-2111 http://www.geigeki.jp/ 100人以上500人未満

861 豊島区民センター　(文化ホール) 豊島区 豊島区東池袋1-20-10 03-3984-7601 http://www.toshima-mirai.jp/center/a_kumin/ 100人以上500人未満

862 豊島区立文化芸術交流センター　あうるすぽっと　(劇場) 豊島区 豊島区東池袋4-5-2 03-5391-0751 http://www.owlspot.jp/ 100人以上500人未満

863 豊島区立南大塚ホール　(南大塚ホール) 豊島区 豊島区南大塚2-36-1 03-3946-4301 http://www.toshima-mirai.jp/center/h_otsuka/ 100人以上500人未満

864 西巣鴨音楽堂 豊島区 豊島区西巣鴨2-5-1 03-3576-5115 http://nishisugamo-ongakudo.com/ 100人未満

865 にしすがも創造舎　(体育館) 豊島区 豊島区西巣鴨4-9-1 03-5961-5200 http://sozosha.anj.or.jp/ 100人以上500人未満

866 バッハはうす 豊島区 豊島区長崎2-3-19 050-5809-5375
http://www.shitsunaigaku.com/bach_house/index.
html

100人未満

867 東俳テアトロ館 豊島区 豊島区駒込1-37-13 03-3941-5526 http://www.g-tohai.co.jp/studio/rental.html 100人未満

868 ひびきホール　(Ａホール) 豊島区
豊島区南長崎5-18-12
タローズビル3F

03-3360-3609 http://www.ichionkai.co.jp/hall.html 100人以上500人未満

869 ひびきホール　(Ｂホール) 豊島区
豊島区南長崎5-18-12
タローズビル3F

03-3360-3609 http://www.ichionkai.co.jp/hall.html 100人未満

870 萬劇場 豊島区 豊島区北大塚2-32-22 03-5394-6901 http://yorozu-s.sub.jp/about/ 100人以上500人未満

871 南大塚Ｗｅｌｃｏｍｅ ｂａｃｋ 豊島区
豊島区南大塚3-44-11
フサカビルB1F

03-5957-5141 http://www.welcomeback.jp/ 100人以上500人未満

872 ライブハウス 獅子王 豊島区 豊島区巣鴨2-3-3 03-5972-4439 http://sugamo-cco.com/ 100人以上500人未満

873 ＢＡＳＥＭＥＮＴ ＭＯＮＳＴＡＲ 王子 北区
北区王子1-18-5
アークホテルビルB1F

03-3927-3555 http://www.bmonstar.com 100人以上500人未満

874 Sophia Saal Salon 北区 北区中里1-26-10 03-3822-9677
http://www.sam.hi-
ho.ne.jp/happyendoh/top.files/top.html

100人未満

875 赤羽北区民センター内　赤羽北ふれあい館　(第1ホールA/B) 北区
北区赤羽北2-25-8-201
アクトピア北赤羽六番館

03-5963-6363
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/akabanekita.html

100人以上500人未満

876 赤羽北区民センター内　赤羽北ふれあい館　(第2ホール) 北区
北区赤羽北2-25-8-201
アクトピア北赤羽六番館

03-5963-6363
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/akabanekita.html

100人未満

877 赤羽文化センター　(第1視聴覚室) 北区
北区赤羽西1-6-1-301
パルロードⅡ 3F

03-3906-3911
http://www.kita-bunka.com/si/si02-
akabane/si02-1.html

100人以上500人未満

878 上十条区民センター内　上十条ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区上十条3-3-9 03-3905-3531
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/kamijujo.html

100人以上500人未満

879 上中里コミュニティ会館　(ホール) 北区
北区上中里2-31-12
大黒湯ビル2F

03-3913-9589
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/community/index.html

100人未満

880 浮間区民センター内　浮間ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区浮間2-10-2 03-3965-5271
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/ukima.html

100人未満

881 浮間区民センター内　浮間ふれあい館　(第3ホールA/B) 北区 北区浮間2-10-2 03-3965-5271
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/ukima.html

100人以上500人未満

882 王子区民センター内　王子ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区豊島1-14-12 03-3914-7675
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/oji.html

100人未満

883 王子区民センター内　王子ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区豊島1-14-12 03-3914-7675
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/oji.html

100人未満

884 王子小劇場 北区 北区王子1-14-4 B1F 03-3911-8259 http://www.en-geki.com/index.html 100人未満

885 神谷区民センター内　神谷ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区神谷3-35-17 03-5249-1201
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/kamiya.html

100人以上500人未満

886 神谷区民センター内　神谷ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区神谷3-35-17 03-5249-1201
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/kamiya.html

100人未満

887 岸町ふれあい館　(第5集会室) 北区 北区岸町1-6-17 03-3909-0711
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/kishimachi.html

100人以上500人未満

888 北区赤羽会館　(大ホール) 北区 北区赤羽南1-13-1 03-3901-8121
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/akabanekaikan/

500人以上1,000人未満

889 北区赤羽会館　(小ホール) 北区 北区赤羽南1-13-1 03-3901-8121
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/akabanekaikan/

100人以上500人未満

890 北区滝野川会館　(大ホール(もみじ)) 北区 北区西ヶ原1-23-3 03-3910-1651 http://takikan.com/ 500人以上1,000人未満

891 北区滝野川会館　(小ホール) 北区 北区西ヶ原1-23-3 03-3910-1651 http://takikan.com/ 100人以上500人未満

892 元気ぷらざ　(第1ホール) 北区 北区志茂1-2-22 03-5249-2214 http://genkiplaza.tokyo.jp/ 100人以上500人未満

893 元気ぷらざ　(第2ホール) 北区 北区志茂1-2-22 03-5249-2214 http://genkiplaza.tokyo.jp/ 100人以上500人未満

894 シアター・バビロンの流れのほとりにて 北区 北区豊島7-26-19 03-3927-5482 http://www.h7.dion.ne.jp/~babylon/ 100人未満

895 志茂東ふれあい館　(ホールA/B) 北区 北区志茂4-44-1 03-3901-4511
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/shimohigashi.html

100人以上500人未満

896 十条台区民センター内　十条台ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区中十条1-2-18 03-3905-7118
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/jujodai.html

100人以上500人未満
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897 十条台区民センター内　十条台ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区中十条1-2-18 03-3905-7118
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/jujodai.html

100人未満

898 十色庵 [toiroan] 北区
北区神谷2-48-16
カミヤホワイトハウスB1F

03-6454-4308 http://toiroan.tumblr.com/ 100人未満

899 昭和町区民センター内　昭和町ふれあい館　(第1ホールA/B) 北区 北区昭和町3-10-7 03-3810-0851
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/showamachi.html

100人以上500人未満

900 昭和町区民センター内　昭和町ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区昭和町3-10-7 03-3810-0851
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/showamachi.html

100人未満

901 昭和町区民センター内　昭和町ふれあい館　(第3ホールA/B) 北区 北区昭和町3-10-7 03-3810-0851
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/showamachi.html

100人以上500人未満

902 新町コミュニティアリーナ　(第一ホール) 北区 北区田端新町2-27-17 03-3894-6201
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/shinmachi.html

100人以上500人未満

903 新町コミュニティアリーナ　(第二ホール) 北区 北区田端新町2-27-17 03-3894-6201
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/shinmachi.html

100人以上500人未満

904 滝野川西区民センター内　滝野川西ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区滝野川6-21-25 03-3916-1400
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/takinogawa-wast.html

100人以上500人未満

905 滝野川西区民センター内　滝野川西ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区滝野川6-21-25 03-3916-1400
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/takinogawa-wast.html

100人以上500人未満

906
滝野川西区民センター内　滝野川西ふれあい館　(多目的ホー
ル)

北区 北区滝野川6-21-25 03-3916-1400
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/takinogawa-wast.html

100人以上500人未満

907
滝野川東区民センター内　滝野川東ふれあい館　(第1ホール
A/B)

北区 北区滝野川1-46-7 03-5974-2266
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/takinogawa-east.html

100人以上500人未満

908 滝野川東区民センター内　滝野川東ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区滝野川1-46-7 03-5974-2266
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/takinogawa-east.html

100人未満

909 田端区民センター内　田端ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区田端3-16-2 03-3822-1177
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/tabata.html

100人以上500人未満

910 田端区民センター内　田端ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区田端3-16-2 03-3822-1177
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/tabata.html

100人未満

911 田端区民センター内　田端ふれあい館　(第3ホール) 北区 北区田端3-16-2 03-3822-1177
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/tabata.html

100人未満

912 中央公園文化センター　(第1視聴覚室) 北区 北区十条台1-2-1 03-3907-5661
http://www.kita-bunka.com/si/si01-chuou/si01-
1.html

100人以上500人未満

913 豊島区民センター内　豊島ふれあい館　(第1ホールA/B) 北区 北区豊島3-27-22 03-3927-3641
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/toshima.html

100人以上500人未満

914 豊島区民センター内　豊島ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区豊島3-27-22 03-3927-3641
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/toshima.html

100人未満

915 西が丘ふれあい館　(第1ホール) 北区 北区西が丘1-47-15 03-5993-3491
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/nishigaoka.html

100人以上500人未満

916 東十条区民センター内　 東十条ふれあい館　(第1ホールA/B) 北区 北区東十条3-2-14 03-3912-9357
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/higashijujo.html

100人以上500人未満

917 東十条区民センター内　 東十条ふれあい館　(第2ホール) 北区 北区東十条3-2-14 03-3912-9357
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/higashijujo.html

100人未満

918 東田端ふれあい館　(ホール) 北区 北区東田端2-20-51 03-3809-5687
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/higashitabata.html

100人以上500人未満

919 北とぴあ 　(さくらホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 1,000人以上1,500人未満

920 北とぴあ 　(つつじホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

921 北とぴあ 　(飛鳥ホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

922 北とぴあ 　(ペガサスホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

923 北とぴあ 　(スカイホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

924 北とぴあ 　(カナリアホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

925 北とぴあ 　(ドームホール) 北区 北区王子1-11-1 03-5390-1100 http://www.hokutopia.jp/ 100人以上500人未満

926 堀船ふれあい館　(ホールA/B) 北区 北区堀船3-7-12 03-3912-6914
http://www.city.kita.tokyo.jp/chiikishinko/kurashi/
volunteer/shisetsu/fureai/horifune.html

100人以上500人未満

927 ｄ-倉庫 荒川区 荒川区東日暮里6-19-7 2Ｆ 03-5811-5399 http://www.geocities.jp/azabubu/index_d 100人以上500人未満

928 荒川区民会館（サンパール荒川）　(大ホール) 荒川区 荒川区荒川1-1-1 03-3806-6531 http://sunpearl-arakawa.com/ 500人以上1,000人未満

929 荒川区民会館（サンパール荒川）　(小ホール) 荒川区 荒川区荒川1-1-1 03-3806-6531 http://sunpearl-arakawa.com/ 100人以上500人未満

930
荒川区立障害者福祉会館　アクロスあらかわ　(多目的ホール
（全）)

荒川区 荒川区荒川2-57-8 03-3803-6221
http://www.arakawa-
shakyo.or.jp/facility/across_arakawa.html

100人以上500人未満

931 荒川区立男女平等推進センター（アクト21）　(ホール) 荒川区 荒川区東尾久5-9-3 03-3809-2890
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/shisetsu/bunkac
ommu/act21shisetsu.html

100人以上500人未満

932 荒川区立町屋文化センター　(多目的ホール) 荒川区 荒川区荒川7-20-1 03-3802-7111 http://machiya.acc-arakawa.jp/index.html 100人以上500人未満

933 キーノートシアター 荒川区
荒川区西日暮里1−1−1
パレスいしかわB1F

03-3376-1267 http://keynote-theater.tokyo/ 100人未満

934 三味線ライブハウス　Chito-Shan 荒川区 荒川区東尾久6-26-4 03-3892-6363
http://www.shamisen-katoh.com/chito-
shan/top.htm

100人未満

935 日暮里サニーホール　(ホール) 荒川区
荒川区東日暮里5-50-5
ホテルラングウッド4F

03-3807-3211 http://www.sunny-move.com/sunny/index.html 100人以上500人未満
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936 日暮里サニーホール　(コンサートサロン) 荒川区
荒川区東日暮里5-50-5
ホテルラングウッド4F

03-3807-3211 http://www.sunny-move.com/sunny/index.html 100人以上500人未満

937 プロモボックス！ 荒川区
荒川区西日暮里2-25-1
ＳｔａｔｉｏｎＧａｒｄｅｎＴｏｗｅｒ3Ｆ

03-6906-9209 http://promo-box.jp 100人未満

938 ムーブ町屋　(ムーブホール) 荒川区
荒川区荒川7-50-9
センターまちや3・4F

03-3819-7761 http://www.sunny-move.com/move/ 100人以上500人未満

939 ＬＩＶＥＳＴＡＧＥ ｈｏｄｇｅｐｏｄｇｅ 板橋区
板橋区高島平8-15-10
パレット高島平B2F

03-6913-0781 http://www.hodgepodge.tokyo 100人以上500人未満

940 Ｐｉｔ昴 板橋区 板橋区大山東町19-1 Ｂ2F 03-6907-9220
http://www.theatercompany-
subaru.com/index.html

100人未満

941 板橋区立グリーンホール　(1階ホール) 板橋区 板橋区栄町36-1 03-3579-2221 http://www.itabun.com/ 100人以上500人未満

942 板橋区立グリーンホール　(2階ホール) 板橋区 板橋区栄町36-1 03-3579-2221 http://www.itabun.com/ 100人以上500人未満

943 板橋区立高島平区民館　(ホール) 板橋区 板橋区高島平3-12-28 03-3938-1392
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/048/0
48790.html

500人以上1,000人未満

944 板橋区立ハイライフプラザいたばし　(ホール) 板橋区 板橋区板橋1-55-16 03-5375-8105
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/045/0
45352.html

500人以上1,000人未満

945 板橋区立文化会館　(大ホール) 板橋区 板橋区大山東町51-1 03-3579-2222 http://www.itabun.com/index.html 1,000人以上1,500人未満

946 板橋区立文化会館　(小ホール) 板橋区 板橋区大山東町51-1 03-3579-2222 http://www.itabun.com/index.html 100人以上500人未満

947 大原社会教育会館　(レクリエーションホール) 板橋区 板橋区大原町5-18 03-3969-0401
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/010/0
10299.html

100人以上500人未満

948 古楽研究会　Space 1F 板橋区 板橋区中丸町10-1 03-3530-6224 http://www.origoetp.gr.jp/ 100人未満

949 新生館スタジオ 板橋区
板橋区中板橋19-6
ダイアパレス中板橋B1F

090-4170-3814 http://www.ibsenkai.com/nakaita/ 100人未満

950 成増社会教育会館　(レクリエーションホール北) 板橋区 板橋区成増1-12-4 03-3975-9706
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/010/0
10394.html

100人以上500人未満

951 成増社会教育会館　(レクリエーションホール南) 板橋区 板橋区成増1-12-4 03-3975-9706
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/010/0
10394.html

100人以上500人未満

952 成増地域センター（アクトホール）　(ホール) 板橋区 板橋区成増3-11-3-405 03-5998-6881
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/009/0
09434.html

100人以上500人未満

953 club Dorothy 練馬区
練馬区小竹町1-55-7
日神パレスB1F

03-5995-5005 http://clubdorothy.com/ 100人以上500人未満

954 IMAホール 練馬区
練馬区光が丘5-1-1
光が丘IMAショッピングセンター4F

03-3976-2000 http://www.ima-hikarigaoka.jp/imahall/ 500人以上1,000人未満

955 JOY JOYSTATION　(メインホール) 練馬区
練馬区桜台1-2-8
桜台マンションB1F

03-3994-2338
080-1238-2123

http://joyjoy-sta.com/ 100人以上500人未満

956 LIVE HOUSE BUDDY 練馬区
練馬区旭丘1-77-8
双葉会館B2F

03-3953-1152 http://www.buddy-tokyo.com/ 100人以上500人未満

957 studio Y's 練馬区
練馬区関町北2-26-17
ワイズII ビルB1F

03-3920-4814 http://studio-ys.jp/index.html 100人未満

958 石神井公園ふるさと文化館分室　(多目的室) 練馬区
練馬区石神井台1-33-44
石神井松の風文化公園内

03-5372-2572
http://www.neribun.or.jp/furusato.html
http://www.nerima-
sports.jp/matsukaze/index.htm

100人以上500人未満

959 関区民ホール　(多目的ホール) 練馬区
練馬区関町北1-7-2
関区民センター内

03-3928-1987
http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/bunka/k
uminhall/kita.html

100人以上500人未満

960
日本ピアノギャラリー 東京店
ドルチェホール

練馬区 練馬区高松6-35-15 03-3996-9066 http://www.piano-g.co.jp/service/hall.html 100人未満

961 練馬区立大泉学園ゆめりあホール　(ゆめりあホール) 練馬区 練馬区東大泉1-29-1 03-5947-2351 http://www.neribun.or.jp/oizumi.html 100人以上500人未満

962 練馬区立区民・産業プラザ　(Coconeriホール ) 練馬区
練馬区練馬1-17-1
Coconeri 4F

03-3992-5335 http://www.nerima-idc.or.jp/plaza/ 500人以上1,000人未満

963 練馬区立生涯学習センター　(ホール) 練馬区 練馬区豊玉北6-8-1 03-3991-1667
http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/bunka/ko
minkan/index.html

100人以上500人未満

964 練馬区立練馬文化センター　(大ホール) 練馬区 練馬区練馬1-17-37 03-3993-3311 http://www.neribun.or.jp/nerima.html 1,000人以上1,500人未満

965 練馬区立練馬文化センター　(小ホール) 練馬区 練馬区練馬1-17-37 03-3993-3311 http://www.neribun.or.jp/nerima.html 500人以上1,000人未満

966 光が丘区民ホール　(多目的ホール) 練馬区
練馬区光が丘2-9-6
光が丘区民センター内

03-5997-7712
http://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/bunka/k
uminhall/hikarigaokakuminnhor.html

100人以上500人未満

967 ブレヒトの芝居小屋 練馬区 練馬区関町北4-35-17 03-3920-5232 http://www.tee.co.jp 100人以上500人未満

968 足立区勤労福祉会館　(第1ホール) 足立区 足立区綾瀬1-34-7-102 03-3838-3581 http://www.adachi-kinpuku.co.jp/company.html 100人以上500人未満

969 足立区生涯学習センター　(講堂) 足立区 足立区千住5-13-5 03-5813-3730
http://www.adachi-
shogakucenter.net/facility/guide.html

100人以上500人未満

970 足立区文化芸術劇場　シアター1010 　(劇場) 足立区
足立区千住3-92
千住ミルディスＩ番舘10F

03-5244-1010 http://www.t1010.jp/ 500人以上1,000人未満

971 足立区役所　(庁舎ホール) 足立区
足立区中央本町1-17-1
足立区役所中央館2F

03-3880-5111
http://www.city.adachi.tokyo.jp/chosha/shisetsu/
kuyakusho/001.html

100人以上500人未満

972 梅田地域学習センター　(ホール) 足立区 足立区梅田7-33-1 03-3880-5322 https://www.adachi-umedacenter.net/ 100人以上500人未満

973 竹の塚地域学習センター　(ホール) 足立区 足立区竹の塚2-25-17 03-3850-3107
http://www.city.adachi.tokyo.jp/bunka/shisetsu/s
hogaigakushu/009.html

100人以上500人未満

974 東京芸術センター　(天空劇場) 足立区 足立区千住1-4-1 03-5354-4388 http://www.art-center.jp/tokyo/ 100人以上500人未満
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975 西新井文化ホール　ギャラクシティ　(ホール) 足立区 足立区栗原1-3-1 03-5242-8161
http://www.galaxcity.jp/modules/site/index.php?a
ction=CatView&cat_id=2

500人以上1,000人未満

976 花畑記念庭園　桜花亭　(洋室) 足立区 足立区花畑4-40-1 03-3885-9795 http://www.adachiku-oukatei.com/index.html 100人以上500人未満

977 わたなべ音楽堂ベルネザール 足立区 足立区中央本町4-12-5 03-3889-1662
http://www1.m.jcnnet.jp/watanabeongakudo_com/i
ndex.html

100人未満

978 青戸地区センター　(エポックホール) 葛飾区 葛飾区青戸5-20-6 03-3601-7441
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006750.html

100人以上500人未満

979 ウィメンズパル　男女平等推進センター　(多目的ホール) 葛飾区 葛飾区立石5-27-1 03-5698-2211
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
7/1006912/1006929.html

100人以上500人未満

980 葛飾区亀有文化ホール　かめありリリオホール　(リリオホール) 葛飾区 葛飾区亀有3-26-1 03-5680-2222 http://www.k-mil.gr.jp/ 500人以上1,000人未満

981 葛飾区地域産業振興会館　テクノプラザかつしか　(大ホール) 葛飾区 葛飾区青戸7-2-1 03-3838-5555 http://techno-plaza.jp/ 500人以上1,000人未満

982
葛飾区文化会館　かつしかシンフォニーヒルズ　(モーツァルト
ホール)

葛飾区 葛飾区立石6-33-1 03-5670-2222 http://www.k-mil.gr.jp/index.html 1,000人以上1,500人未満

983
葛飾区文化会館　かつしかシンフォニーヒルズ　(アイリスホー
ル)

葛飾区 葛飾区立石6-33-1 03-5670-2222 http://www.k-mil.gr.jp/index.html 100人以上500人未満

984 金町地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区東金町1-22-1 03-3627-5881
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006754.html

100人以上500人未満

985 亀有地区センター　(ホール) 葛飾区
葛飾区亀有3-26-1
リリオ館7F

03-3601-6790
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006749.html

100人以上500人未満

986 新小岩北地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区東新小岩6-21-1 03-3694-2781
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006743.html

100人以上500人未満

987 新小岩地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区新小岩2-17-1 03-3653-7151
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006746.html

100人以上500人未満

988 高砂地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区高砂3-1-39 03-3659-3350
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006753.html

100人以上500人未満

989 立石地区センター別館　(多目的室) 葛飾区
葛飾区立石3-12-1
（勤労福祉会館併設）

03-3694-7710
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006742.html

100人未満

990 東立石地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区東立石2-15-7 03-3692-9393
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006748.html

100人以上500人未満

991 東四つ木地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区東四つ木1-20-4 03-3692-9351
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006747.html

100人以上500人未満

992 堀切地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区堀切3-8-5 03-3693-5637
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006752.html

100人以上500人未満

993 水元学び交流館　(レクリエーションホール) 葛飾区 葛飾区南水元2-13-1 03-3609-0223
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006727/1006809.html

100人以上500人未満

994 南綾瀬地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区堀切7-8-22 03-3604-7126
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006736.html

100人以上500人未満

995 四つ木地区センター　(ホール) 葛飾区 葛飾区宝町1-1-22 03-3693-3811
http://www.city.katsushika.lg.jp/institution/100009
3/1006724/1006751.html

100人以上500人未満

996 LIVE IN ARUTOBENRI 江戸川区 江戸川区平井5-4-14 03-3610-8095 http://arutobenri.com/index.html 100人未満

997 LIVE THEATER ORPHEUS 江戸川区
江戸川区西小岩1-27-16
オルフェウスビル2Ｆ

03-5622-3520 http://www.orpheus-live.com/ 100人以上500人未満

998
江戸川区総合区民ホール　タワーホール船堀 　(イベントホー
ル（太陽の間))

江戸川区 江戸川区船堀4-1-1 03-5676-2211 http://www.towerhall.jp/ 500人以上1,000人未満

999 江戸川区総合区民ホール　タワーホール船堀 　(大ホール) 江戸川区 江戸川区船堀4-1-1 03-5676-2211 http://www.towerhall.jp/ 500人以上1,000人未満

1000 江戸川区総合区民ホール　タワーホール船堀 　(小ホール) 江戸川区 江戸川区船堀4-1-1 03-5676-2211 http://www.towerhall.jp/ 100人以上500人未満

1001 江戸川区総合文化センター　(大ホール) 江戸川区 江戸川区中央4-14-1 03-3652-1111 http://edogawa-bunkacenter.jp/ 1,000人以上1,500人未満

1002 江戸川区総合文化センター　(小ホール) 江戸川区 江戸川区中央4-14-1 03-3652-1111 http://edogawa-bunkacenter.jp/ 500人以上1,000人未満

1003 江戸川区民センター　グリーンパレス　(多目的ホール) 江戸川区 江戸川区松島1-38-1 03-3653-5151 http://www.green-palace.jp/ 100人以上500人未満

1004 江戸川区立葛西区民館　(ホール) 江戸川区 江戸川区中葛西3-10-1 03-3688-0435
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/kuyakusho/c_kasai/index.html

500人以上1,000人未満

1005 江戸川区立小松川区民館　(ホール) 江戸川区 江戸川区平井4-1-1 03-3683-5249
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/kuyakusho/c_komatsugawa/index.html

100人以上500人未満

1006 江戸川区立鹿骨区民館　(ホール) 江戸川区 江戸川区鹿骨1-54-2 03-3678-6114
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/kuyakusho/c_shishibone/index.html

100人以上500人未満

1007 江戸川区立東部区民館　(ホール) 江戸川区 江戸川区東瑞江1-17-1 03-3679-1926
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/kuyakusho/c_toubu/index.html

100人以上500人未満

1008 北葛西コミュニティ会館　(ホール) 江戸川区 江戸川区北葛西2-11-39 03-5658-7311
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_kitakasai/index.html

100人以上500人未満

1009 小松川さくらホール　(多目的ホール) 江戸川区 江戸川区小松川3-6-3 03-3683-7761
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_komatsugawasakura/index.ht
ml

100人以上500人未満

1010 小岩Ｊｏｈｎｎｙ Ａｎｇｅｌ 江戸川区
江戸川区南小岩7-26-21
ペガサスマンションB1F

03-3659-8775 http://www.lr-bros.com/johnnyangel/ 100人以上500人未満

1011 小岩アーバンプラザ　(ホール) 江戸川区 江戸川区北小岩1-17-1 03-5694-8151
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_koiwa_urban/index.html

100人以上500人未満

1012 新川さくら館　(多目的ホール) 江戸川区 江戸川区船堀7-15-12 03-3804-0314
https://ssl.alpha-prm.jp/sakurakan-
edogawa.jp/index.html

100人未満

1013 清新町コミュニティ会館　(ホール) 江戸川区 江戸川区清新町1-2-2 03-3878-1981
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_seishinchou/index.html

100人以上500人未満
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1014 東部フレンドホール　(ホール) 江戸川区 江戸川区瑞江2-5-7 03-5666-1221
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_tobu_friend/index.html

100人以上500人未満

1015 松江コミュニティ会館　(ホール) 江戸川区 江戸川区松江7-5-12 03-5662-5320
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsuguide/
bunya/bunkachiiki/c_matsue/index.html

100人以上500人未満

1016 HACHIOJI CLUB ZONE 八王子市
八王子市横山町13-4
ニューシネマビルＢ1F

042-620-4739 http://hachiojizone.com 100人以上500人未満

1017 ｐａｐａＢｅａｔ 八王子市
八王子市三崎町2-7
ヨーロービル2Ｆ

042-626-8894 http://papabeat.web.fc2.com 100人以上500人未満

1018 恩方農村環境改善センター　(多目的ホール) 八王子市 八王子市下恩方町3247-2 042-651-8496
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/sangyo/nogyo/0
03148.html

100人以上500人未満

1019 上川農村環境改善センター　(多目的ホール) 八王子市 八王子市上川町925-1 042-654-6561
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/sangyo/nogyo/0
03148.html

100人以上500人未満

1020 北野市民センター　(ホール) 八王子市
八王子市北野町545-3
きたのタウンビル7F・8F

042-643-0440
http://www.hachiojibunka.or.jp/center/kitano/inde
x.html

100人以上500人未満

1021 シネマクラブ 八王子市
八王子市横山町9-22
ＯＫ－3ビル5Ｆ

042-641-1346 http://cinema-club.net 100人未満

1022 八王子Ｍａｔｃｈ Ｖｏｘ 八王子市
八王子市三崎町2-7
ヨーロービルB1F

042-627-7787 http://matchvox.rinky.info/ 100人以上500人未満

1023 八王子ＲＩＰＳ 八王子市
八王子市三崎町2-7
ヨーロービル5F

042-626-2467 http://rips.rinky.info/ 100人以上500人未満

1024 八王子市学園都市センター　(イベントホール) 八王子市 八王子市旭町9-1 042-646-5611
http://www.hachiojibunka.or.jp/gakuen/gakuen_ev
ent.php

100人以上500人未満

1025
八王子市北野余熱利用センター　あったかホール　(多目的
ホール)

八王子市 八王子市北野町596-3 042-645-0025 http://www.attakahall.com/index.html 100人以上500人未満

1026 八王子市芸術文化会館（いちょうホール）　(大ホール) 八王子市 八王子市本町24-1 042-621-3001 http://www.hachiojibunka.or.jp/icho/ 500人以上1,000人未満

1027 八王子市芸術文化会館（いちょうホール）　(小ホール) 八王子市 八王子市本町24-1 042-621-3001 http://www.hachiojibunka.or.jp/icho/ 100人以上500人未満

1028 八王子市生涯学習センター(クリエイトホール） 　(ホール) 八王子市 八王子市東町5-6 042-648-2231
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/gakushu/
shogaigakusyu/11506/index.html

100人以上500人未満

1029 八王子市南大沢文化会館　(主ホール) 八王子市 八王子市南大沢2-27 042-679-2202 http://www.hachiojibunka.or.jp/minami/ 500人以上1,000人未満

1030 八王子市南大沢文化会館　(交流ホール) 八王子市 八王子市南大沢2-27 042-679-2202 http://www.hachiojibunka.or.jp/minami/ 100人以上500人未満

1031 八王子市民会館　オリンパスホール八王子　(ホール) 八王子市
八王子市子安町4-7-1
サザンスカイタワー八王子 4F

042-655-0802 http://www.olympus.hall-info.jp/ 2,000人以上

1032 道の駅八王子滝山　(地域交流ホール) 八王子市 八王子市滝山町1-592-2 042-696-1201 http://www.michinoeki-hachioji.net/index.php 100人未満

1033 宮地楽器 八王子ホール 八王子市 八王子市八日町2-17 042-626-3611 http://www.miyajimusic.com/hall/hachioji.php 100人以上500人未満

1034 Ａ．Ａ．Ｃｏｍｐａｎｙ 立川市
立川市柴崎町3-10-4
コーラル立川ビルＢ1F

042-540-8039 http://aacompanytachikawa.wix.com/aacompany 100人以上500人未満

1035 CHABOHIBA HALL 立川市 立川市幸町4-17-1 042-595-8286 http://chabohiba.jp/ 100人以上500人未満

1036 Heart Beat 立川市 立川市錦町2-1-35 B1F 042-521-5066 http://live-heartbeat.net/ 100人以上500人未満

1037 幸学習館　(講堂) 立川市 立川市幸町2-1-3 042-534-3076
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/002-s.html

100人以上500人未満

1038 柴崎学習館　(ホール) 立川市 立川市柴崎町2-15-8 042-524-2773
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/005-s.html

100人以上500人未満

1039 砂川学習館　(講堂) 立川市 立川市砂川町1-52-7 042-535-5959
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/001-s.html

100人以上500人未満

1040 高松学習館　(視聴覚室) 立川市 立川市高松町3-22-5 042-527-0014
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/003-s.html

100人未満

1041 立川ＢＡＢＥＬ 立川市
立川市錦町1-3-18
第一東信ビルB1F

042-595-9020 http://www.babel-rocktower.net/ 100人以上500人未満

1042 立川市市民会館　たましんRISURUホール　(大ホール) 立川市 立川市錦町3-3-20 042-526-1311 http://www.risuru.hall-info.jp/ 1,000人以上1,500人未満

1043 立川市市民会館　たましんRISURUホール　(小ホール) 立川市 立川市錦町3-3-20 042-526-1311 http://www.risuru.hall-info.jp/ 100人以上500人未満

1044 立川市女性総合センター・アイム　(アイムホール) 立川市 立川市曙町2-36-2 042-528-6801
http://www.city.tachikawa.lg.jp/danjo/shise/gaiyo
/soshiki/sogosesaku/danjo/index.html

100人以上500人未満

1045
東京都立多摩社会教育会館
東京都多摩教育センターホール　(ホール)

立川市 立川市錦町6-3-1 042-524-7950 http://www.jade.dti.ne.jp/~tamasha/ 500人以上1,000人未満

1046 錦学習館　(講堂) 立川市 立川市錦町3-12-25 042-527-6743
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/004-s.html

100人以上500人未満

1047 西砂学習館　(視聴覚室) 立川市 立川市西砂町6-12-10 042-531-0431
http://www.city.tachikawa.lg.jp/shogaigakushu/shi
setsu/gakushukan/006-s.html

100人未満

1048 ロバハウス 立川市 立川市幸町6-22-32 042-536-7266 http://www.roba-house.com/index.html 100人未満

1049 Black and Blue 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺本町1-24-5
ライトビル3Ｆ

0422-22-4816 http://homepage2.nifty.com/blackandblue69/ 100人以上500人未満

1050 LIVE HOUSE 曼荼羅 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺南町1-5-2 0422-48-5003 http://mandala-1.wix.com/mandala 100人以上500人未満

1051 ＭＡＮＤＡ－ＬＡ２ 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺南町2-8-6
第18通南ビルＢ1F

0422-42-1579 http://www.mandala.gr.jp/man2.html 100人以上500人未満

1052 ＲＯＣＫ ＪＯＩＮＴ ＧＢ 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町2-13-14 Ｂ1F 0422-23-3091 http://info85594.wix.com/rjgb 100人以上500人未満
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1053 Ｓｔａｒ Ｐｉｎｅ’ｓ Ｃａｆｅ 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町1-20−16　B1F 0422-23-2251 http://www.mandala.gr.jp/spc.html 100人以上500人未満

1054 吉祥寺 ＣＬＵＢ ＳＥＡＴＡ 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 0422-29-0061 http://seata.jp/ 500人以上1,000人未満

1055 吉祥寺ＣＲＥＳＣＥＮＤＯ 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺東町1-25-24
サンパレス東町1F

0422-22-8561 http://kichijoji-crescendo.net/ 100人以上500人未満

1056 吉祥寺Ｐｌａｎｅｔ Ｋ 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺本町1-8-10
八番館ビルB1F

0422-21-7767 http://inter-planets.net/ 100人以上500人未満

1057 吉祥寺ＳＨＵＦＦＬＥ 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺南町2-6-10
フジパームビルB1F

0422-42-2223 http://www.k-shuffle.com/ 100人以上500人未満

1058 吉祥寺ＷＡＲＰ 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町1-30-10 0422-22-3514 http://warp.rinky.info/ 100人以上500人未満

1059 吉祥寺櫂スタジオ 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺南町4-6-1 0422-49-8612 http://www.gekidan-kai.com/studio/index.html 100人未満

1060 吉祥寺シアター　(劇場) 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町1-33-22 0422-22-0911
http://www.musashino-
culture.or.jp/k_theatre/index.html

100人以上500人未満

1061 吉祥寺東コミュニティセンター　(ホール) 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺東町1-12-6 0422-21-4141
http://www.city.musashino.lg.jp/shisetsu_annai/shi
setsu_bunka/000921.html

100人未満

1062 吉祥寺南町コミュニティセンター　(多目的ホール) 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺南町3-13-1 0422-43-6372 http://minami-c.sakura.ne.jp/#a1 100人以上500人未満

1063 シルバーエレファント 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺本町2-10-6  Ｂ1F 0422-22-3331 http://www.silver-elephant.com 100人以上500人未満

1064 ピコピコカフェ吉祥寺 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺南町1-11-2
もみじビル8F

050-3635-5185 http://www.picopicocafe.com/ 100人未満

1065 本宿コミュニティセンター　(ホール) 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺東町3-25-2 0422-22-0763 http://honjuk-c.sakura.ne.jp/index.html 100人以上500人未満

1066 宮地楽器 吉祥寺サロン 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺本町1-10-1
いなりやビル 6F

0422-21-7191
http://www.miyajimusic.com/hall/kichijoji_salon.ph
p

100人未満

1067 武蔵境STATTO 武蔵野市 武蔵野市境1-12-2 B1F 0422-36-0248 http://www5.hp-ez.com/hp/statto/page1 100人以上500人未満

1068 武蔵野市民文化会館　(大ホール) 武蔵野市 武蔵野市中町3-9-11 0422-54-8822
http://www.musashino-
culture.or.jp/sisetu/bunka/top.html

1,000人以上1,500人未満

1069 武蔵野市民文化会館　(小ホール) 武蔵野市 武蔵野市中町3-9-11 0422-54-8822
http://www.musashino-
culture.or.jp/sisetu/bunka/top.html

100人以上500人未満

1070 武蔵野市立吉祥寺美術館　(音楽室) 武蔵野市
武蔵野市吉祥寺本町1-8-16
ＦＦビル7F（コピス吉祥寺A館7F）

0422-22-0385
http://www.musashino-
culture.or.jp/a_museum/index.html

100人未満

1071 武蔵野市立武蔵野芸能劇場　(小劇場) 武蔵野市 武蔵野市中町1-15-10 0422-55-3500
http://www.musashino-
culture.or.jp/sisetu/geinou/top.html

100人以上500人未満

1072 武蔵野市立武蔵野公会堂　(ホール) 武蔵野市 武蔵野市吉祥寺南町1-6-22 0422-46-5121
http://www.musashino-
culture.or.jp/sisetu/koukaido/top.html

100人以上500人未満

1073 武蔵野市立武蔵野スイングホール　(スイングホール) 武蔵野市 武蔵野市境2-14-1 0422-54-1313
http://www.musashino-
culture.or.jp/sisetu/swing/top.html

100人以上500人未満

1074 武蔵野中央公園北ホール　(ホール) 武蔵野市 武蔵野市八幡町2-5-3 0422-56-0055
http://www.city.musashino.lg.jp/shisetsu_annai/shi
setsu_bunka/020021.html

100人未満

1075 井の頭コミュニティ・センター　(多目的室) 三鷹市 三鷹市井の頭2-32-30 0422-44-7321 http://www.ac.auone-net.jp/~inoka-cc/index.html 100人未満

1076 三鷹市芸術文化センター　(風のホール（中ホール）) 三鷹市 三鷹市上連雀6-12-14 0422-47-9100 http://mitaka.jpn.org/geibun/ 500人以上1,000人未満

1077 三鷹市芸術文化センター　(星のホール（小ホール）) 三鷹市 三鷹市上連雀6-12-14 0422-47-9100 http://mitaka.jpn.org/geibun/ 100人以上500人未満

1078
三鷹市公会堂（光のホール、さんさん館（会議室棟））　(光の
ホール)

三鷹市 三鷹市野崎1-1-1 0422-29-9868 http://mitaka.jpn.org/kokaido/ 500人以上1,000人未満

1079 三鷹市社会教育会館（本館）　(講堂) 三鷹市 三鷹市下連雀6-13-13 0422-49-2521
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/001/00
1682.html

100人以上500人未満

1080 青梅市民会館　(ホール) 青梅市 青梅市上町374 0428-22-1131
https://www.city.ome.tokyo.jp/shiminkatsudo/shi
min_kaikan2.html

500人以上1,000人未満

1081 永山ふれあいセンター　(多目的ホール) 青梅市 青梅市勝沼2-160-2 0428-23-7373
http://www.ome-
tky.ed.jp/shakaikyoiku/nagayama2.html

100人未満

1082 是政文化センター　(講堂) 府中市 府中市是政2-20 042-365-6211
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/koremasa.html

100人未満

1083 白糸台文化センター　(講堂) 府中市 府中市白糸台1-60 042-363-6208
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/shiraitodai.html

100人未満

1084 新町文化センター　(講堂) 府中市 府中市新町1-66 042-366-7611
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/shinmachi.html

100人未満

1085 住吉文化センター　(講堂) 府中市 府中市住吉町1-61 042-366-8611
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/sumiyoshi.html

100人以上500人未満

1086 中央文化センター　(ひばりホール) 府中市 府中市府中町2-25 042-364-3611
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/chuo.html

100人以上500人未満

1087 西府文化センター　(講堂) 府中市 府中市西府町1-60 042-364-0811
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/nishifu.html

100人未満

1088 府中ＦＬＩＧＨＴ 府中市
府中市緑町1-17-18
シャトーアルフィーB1F

042-362-5330 http://www.flight1990.jp/ 100人以上500人未満

1089 府中グリーンプラザ　(けやきホール) 府中市 府中市府中町1-1-1 042-360-3311 http://www.fuchu-cpf.or.jp/green/index.html 100人以上500人未満

1090
府中市市民会館（ルミエール府中）　(コンベンションホール飛
鳥)

府中市 府中市府中町2-24 042-361-4111 http://www.lumiere-fuchu.jp/ 500人以上1,000人未満

1091 府中市生涯学習センター　(講堂) 府中市 府中市浅間町1-7 042-336-5700 http://fuchu.shogaigakushu.jp/ 100人以上500人未満
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1092 府中市生涯学習センター　(小ホール) 府中市 府中市浅間町1-7 042-336-5700 http://fuchu.shogaigakushu.jp/ 100人以上500人未満

1093 府中の森芸術劇場 　(どりーむホール) 府中市 府中市浅間町1-2 042-335-6211 http://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/ 2,000人以上

1094 府中の森芸術劇場 　(ウィーンホール) 府中市 府中市浅間町1-2 042-335-6211 http://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/ 500人以上1,000人未満

1095 府中の森芸術劇場 　(ふるさとホール) 府中市 府中市浅間町1-2 042-335-6211 http://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/ 500人以上1,000人未満

1096 ミュージックサロン　サングレース 府中市
府中市若松町1-7-6
サングレース東府中6F

042-369-4466 http://sungrace-m.com/ 100人未満

1097 紅葉丘文化センター　(講堂) 府中市 府中市紅葉丘2-1 042-365-1188
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunit
e/senta/momijigaoka.html

100人以上500人未満

1098 昭島市民会館　KOTORIホール　(大ホール) 昭島市 昭島市つつじが丘3-7-7 042-546-1711 http://www.city.akishima.lg.jp/180/ 1,000人以上1,500人未満

1099 フローラカルチャークラブ 昭島市
昭島市昭和町5-6-20
サンリコー昭島3Ｆ

080-4878-9234 http://flora-culture.jugem.jp/ 100人未満

1100 GINZ 調布市
調布市小島町 2-25-8
フジヨシ小島ビルB1F

042-489-1991 http://www.sam.hi-ho.ne.jp/ginz/index.html 100人未満

1101 K2 studio 調布市
調布市仙川町1-27-24
K2 ビルディングB1F

03-5314-9974 http://www.k2-studio.jp/K2studio/ 100人未満

1102 livebar Ding Dong 調布市 調布市仙川町1-3-27 03-5879-7897 http://www.livebardingdong.com/index.html 100人未満

1103 仙川フィックスホール 調布市
調布市仙川町1-25-2
仙川アヴェニュー北プラザ2Ｆ

042-370-1844 http://soundfix.jp/index.html 100人以上500人未満

1104 調布市グリーンホール　(大ホール) 調布市 調布市小島町2-47-1 042-481-7611
https://www.chofu-culture-
community.org/forms/menutop/menutop.aspx?me
nu_id=90

1,000人以上1,500人未満

1105 調布市グリーンホール　(小ホール) 調布市 調布市小島町2-47-1 042-481-7611
https://www.chofu-culture-
community.org/forms/menutop/menutop.aspx?me
nu_id=90

100人以上500人未満

1106 調布市せんがわ劇場　(ホール) 調布市 調布市仙川1-21-5 03-3300-0611 http://www.sengawa-gekijo.jp/ 100人以上500人未満

1107 調布市文化会館 たづくり　(くすのきホール ) 調布市 調布市小島町2-33-1 042-441-6145
http://www.chofu-culture-
community.org/forms/info/info.aspx?info_id=807

500人以上1,000人未満

1108 調布市文化会館 たづくり　(むらさきホール) 調布市 調布市小島町2-33-1 042-441-6145
http://www.chofu-culture-
community.org/forms/info/info.aspx?info_id=807

100人以上500人未満

1109 つつじヶ丘児童館ホール　(ホール) 調布市 調布市西つつじケ丘3-19-1 042-482-4873
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/11
86118598403/index.html

100人以上500人未満

1110 CROP HALL 町田市 町田市小川2-28-13 042-799-7551 http://www.carrozza-music.jp/index.html 100人未満

1111 Live & BAR Nutty's 町田市
町田市原町田5-5-15
メゾン原町田Ｂ1Ｆ

042-850-8323 http://ameblo.jp/nutty-s 100人以上500人未満

1112 ＳＴＵＤＩＯ ＡＣＴ町田 町田市
町田市原町田6-29-10
STUDIO ACT町田B2F

042-722-0005 http://studioact.co.jp/ 100人以上500人未満

1113 Ｔｈｅ Ｐｌａｙ Ｈｏｕｓｅ 町田市
町田市中町1-18-15
クローヴビル1F

042-851-8311 http://www.theplayhouse.jp/ 100人以上500人未満

1114 アートスペース・オー 町田市 町田市小川 2-28-21 042-796-3971 http://www.artspace-oh.com/ 100人以上500人未満

1115 小山市民センター　(ホール) 町田市 町田市小山町2507-1 042-798-1927
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/06/index.html

100人以上500人未満

1116 木曽森野コミュニティセンター　(ホール) 町田市 町田市木曽東1-2 042-725-4939
http://www.city.machida.tokyo.jp/community/shim
in/com/com12.html

100人以上500人未満

1117 木曽山崎コミュニティセンター　(ホール) 町田市 町田市山崎町2160-4 042-793-3030
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/com08.html

100人以上500人未満

1118 堺市民センター　(ホール) 町田市 町田市相原町795-1 042-774-0003
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/05/index.html

100人以上500人未満

1119 青少年施設ひなた村　(カリヨンホール) 町田市 町田市本町田2863 042-722-5736
http://www.city.machida.tokyo.jp/kodomo/sei_hina
ta/index.html

100人以上500人未満

1120 ソノリティー音楽学園 町田市 町田市玉川学園6-2-7 042-732-8871 http://www.sonoritymusic.org/ 100人未満

1121 忠生市民センター　(ホール) 町田市 町田市忠生3-14-2 042-791-2802
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/01/sisetuannai.html

100人以上500人未満

1122 玉川学園コミュニティセンター　　(ホール) 町田市 町田市玉川学園2-19-12 042-732-9372
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/com07.html

100人以上500人未満

1123 つくし野コミュニティセンター　(ホール) 町田市 町田市つくし野2-26-5 042-796-1955
http://www.city.machida.tokyo.jp/community/shim
in/com/com11.html

100人以上500人未満

1124 鶴川市民センター　(ホール) 町田市 町田市大蔵町1981-4 042-735-5704
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/02/index.html

100人以上500人未満

1125 なるせ駅前市民センター　(ホール) 町田市 町田市南成瀬1-2-5 042-724-2511
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/04/index.html

100人以上500人未満

1126 成瀬コミュニティセンター　(ホール) 町田市 町田市西成瀬2-49-1
施設貸出再開時
（2016年7月以降）
に再設定

http://www.city.machida.tokyo.jp/community/shim
in/com/com10.html

100人以上500人未満

1127 町田 SDR 町田市
町田市森野2-25-13
中西ビルB1F

042-728-0484 http://www.m-sdr.com/ 100人以上500人未満

1128 町田ＷＥＳＴ ＶＯＸ 町田市
町田市森野1-8-1
MOAビルB1F

042-710-7282 http://www.westfleet.co.jp/ 100人以上500人未満

1129 町田市生涯学習センター　(ホール) 町田市
町田市原町田6-8-1
町田センタービル6F-8F

042-728-0071
http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_gei
jutsu/cul/chuokominkan/cul07.html#cms97DDC

100人以上500人未満

1130
町田市鶴川緑の交流館　和光大学ポプリホール鶴川　(ホー
ル)

町田市 町田市能ヶ谷1-2-1 042-737-0252 http://www.m-shimin-hall.jp/tsurukawa/ 100人以上500人未満
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1131 町田市文化交流センターホール　(ホール) 町田市 町田市原町田4-1-14 042-710-6611
http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/bunka_gei
jutsu/cul/plaza/

100人以上500人未満

1132 町田市民フォーラム　(ホール) 町田市
町田市原町田4-9-8
サウスフロントタワー町田内

042-723-2888
http://www.city.machida.tokyo.jp/community/shim
in/com/com14.html

100人以上500人未満

1133 町田市民ホール　(ホール) 町田市 町田市森野2-2-36 042-728-4300 http://www.m-shimin-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

1134 町田成瀬 CROP 町田市 町田市小川2-28-13 042-799-7551 http://www.carrozza-music.jp/index.html 100人未満

1135 まほろ座　MACHIDA 町田市
町田市森町1-15-13
パリオビルB1F

042-732-3021 http://www.mahoroza.jp/ 100人以上500人未満

1136 南市民センター　(ホール) 町田市 町田市金森4-5-6 042-795-3165
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku
/shisetsu/03/index.html

100人以上500人未満

1137 三輪コミュニティセンター　(ホール) 町田市 町田市三輪緑山4-14-1 044-987-1951
http://www.city.machida.tokyo.jp/community/shim
in/com/com13.html

100人以上500人未満

1138 イベントスペースSolid 小金井市
小金井市本町6-5-3
シャトー小金井B1F

042-382-7766 http://eventspace-solid.wix.com/okinawanbar 100人以上500人未満

1139 現代座ホール 小金井市
小金井市緑町5-13-24
現代座会館B1F

042-381-5165 http://www.gendaiza.org 100人未満

1140 公民館貫井北分館　(北町ホール) 小金井市
小金井市貫井北町1-11-12
貫井北センター

042-385-3401
http://www.ntk-
koganei.org/community_center/index.php

100人未満

1141
小金井市民交流センター　小金井宮地楽器ホール　(大ホー
ル)

小金井市 小金井市本町6-14-45 042-380-8077 http://koganei-civic-center.jp/ 500人以上1,000人未満

1142
小金井市民交流センター　小金井宮地楽器ホール　(小ホー
ル)

小金井市 小金井市本町6-14-45 042-380-8077 http://koganei-civic-center.jp/ 100人以上500人未満

1143 宮地楽器 小金井店 さくらホール 小金井市 小金井市本町5-14-10 042-385-5585 http://www.miyajimusic.com/hall/koganei.php 100人未満

1144 上宿公民館　(ホール) 小平市 小平市小川町1-308 042-345-1164
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1145 大沼公民館 　(ホール) 小平市 小平市大沼町7-1-17 042-342-1888
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1146 小川公民館　(ホール) 小平市 小平市小川町1-1012 042-343-3620
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1147 小平市中央公民館　(ホール) 小平市 小平市小川町2-1325 042-341-0861
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人以上500人未満

1148 小平市民文化会館（ルネこだいら）　(大ホール) 小平市 小平市美園町1-8-5 042-345-5111 http://www.runekodaira.jp/ 1,000人以上1,500人未満

1149 小平市民文化会館（ルネこだいら）　(中ホール) 小平市 小平市美園町1-8-5 042-345-5111 http://www.runekodaira.jp/ 500人以上1,000人未満

1150 小平市民文化会館（ルネこだいら）　(レセプションホール) 小平市 小平市美園町1-8-5 042-345-5111 http://www.runekodaira.jp/ 100人以上500人未満

1151 鈴木公民館　(ホール) 小平市 小平市鈴木町2-772 042-388-0050
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
355.html

100人未満

1152 津田公民館　(ホール) 小平市 小平市津田町3-11-1 042-342-0863
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1153 仲町公民館　(ホール) 小平市 小平市仲町145 042-341-0862
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1154 花小金井　ライブハウスTSP 小平市 小平市鈴木町2-174 042-458-1111 http://www.t-sound-pro.com/ 100人以上500人未満

1155 花小金井北公民館 　(ホール) 小平市 小平市花小金井5-41-3 042-462-5790
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1156 花小金井南公民館　(ホール) 小平市 小平市花小金井南町2-12-6 042-461-0861
http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/001/001
354.html

100人未満

1157 新町交流センター 　(ホール) 日野市 日野市新町1-13 042-587-2141
http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/195,99123,34
3,1986,html

100人以上500人未満

1158 七生公会堂　(ホール) 日野市 日野市三沢3-50-1 042-593-2911 http://www.kousha.jp/_nanao/index.html 100人以上500人未満

1159 日野SoulK 日野市
日野市大坂上1-30-26
Lapport Bild.4F

042-584-4144 http://soulk.main.jp/ 100人未満

1160 日野市勤労・青年会館 　(ホール) 日野市 日野市多摩平1-10-1 042-586-6251 http://www.kousha.jp/_kinrou/ 100人以上500人未満

1161 日野市東部会館　(ホール) 日野市 日野市石田1-11-1 042-583-4311 http://www.kousha.jp/_toubu/index.html 100人以上500人未満

1162 日野市民会館（ひの煉瓦ホール）　(大ホール) 日野市 日野市神明1-12-1 042-585-2011 http://www.kousha.jp/_kaikan/ 1,000人以上1,500人未満

1163 日野市民会館（ひの煉瓦ホール）　(小ホール) 日野市 日野市神明1-12-1 042-585-2011 http://www.kousha.jp/_kaikan/ 100人以上500人未満

1164 平山交流センター　(大ホール) 日野市
日野市平山5-18-2
平山季重ふれあい館2・3F

042-591-7811 http://www.kousha.jp/_kouryu/center2/index.html 100人以上500人未満

1165 平山交流センター　(小ホール) 日野市
日野市平山5-18-2
平山季重ふれあい館2・3F

042-591-7811 http://www.kousha.jp/_kouryu/center2/index.html 100人未満

1166 秋津公民館　(ホール) 東村山市 東村山市秋津町2-17-10 042-391-6166
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/tanosh
imi/yoka/kominkan/04akitsu/riyouannnai.html

100人以上500人未満

1167 廻田公民館　(ホール) 東村山市 東村山市廻田町4-19-1 042-392-2822
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/tanosh
imi/yoka/kominkan/06megurita/riyouannai.html

100人以上500人未満

1168 東村山市立中央公民館　(ホール) 東村山市 東村山市本町2-33-2 042-395-7511
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/tanoshi
mi/yoka/kominkan/02chuo/riyouannai.html

100人以上500人未満

1169 富士見公民館　(ホール) 東村山市 東村山市富士見町5-4-51 042-397-9581
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/tanosh
imi/yoka/kominkan/05fujimi/riyouannai.html

100人以上500人未満
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1170 LIVE HOUSE 国分寺 MORGANA 国分寺市
国分寺市本多1-5-4
宝ビルＢ1Ｆ

042-323-7467 http://www.morgana.jp/ 100人以上500人未満

1171 国分寺Lホール　(Aホール) 国分寺市
国分寺市南町3-20-3
国分寺ターミナルビル8F

042-327-1139 http://www.kokubunji-sc.or.jp/business/index.html 100人以上500人未満

1172 国分寺Lホール　(Bホール) 国分寺市
国分寺市南町3-20-3
国分寺ターミナルビル8F

042-327-1139 http://www.kokubunji-sc.or.jp/business/index.html 100人未満

1173 国分寺市立いずみホール　(Aホール) 国分寺市 国分寺市泉町3-36-12 042-323-1491 http://www.izumihall.com/ 100人以上500人未満

1174 国分寺市立いずみホール　(Bホール) 国分寺市 国分寺市泉町3-36-12 042-323-1491 http://www.izumihall.com/ 100人未満

1175 並木公民館　(大会議室) 国分寺市 国分寺市並木町2-12-3 042-321-9971
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/shikan
ren/kouminkan/1003835.html

100人以上500人未満

1176 光公民館　(集会ホール) 国分寺市 国分寺市光町3-13-19 042-576-3991
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/shikan
ren/kouminkan/1003833.html

100人未満

1177 本多公民館　(ホール) 国分寺市 国分寺市本多1-7-1 042-321-0085
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/shikan
ren/kouminkan/1003831.html

100人以上500人未満

1178 くにたち北市民プラザ　(多目的ホール) 国立市
国立市北3-1-1
9号棟1F

042-574-3087
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city
/001133.html

100人以上500人未満

1179 国立市公民館　(ホール) 国立市 国立市中1-15-1 042-572-5141
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kominkan/index
.html

100人未満

1180 くにたち市民芸術小ホール　(ホール) 国立市 国立市富士見台2-48-1 042-574-1515 http://www.kuzaidan.com/hall/ 100人以上500人未満

1181 くにたち市民芸術小ホール　(スタジオ) 国立市 国立市富士見台2-48-1 042-574-1515 http://www.kuzaidan.com/hall/ 100人未満

1182 くにたち福祉会館　(大ホール) 国立市 国立市富士見台2-38-5 042-575-3221
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/korei/002703.ht
ml

100人以上500人未満

1183 くにたち南市民プラザ　(多目的ホール) 国立市
国立市泉2-3-2
1号棟1F

042-574-3089
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city
/001134.html

100人以上500人未満

1184 国立ヴィオレホール 国立市 国立市東1-14-15  2F 042-575-0008
http://www.musashi-
gakki.co.jp/violethall/index.html

100人未満

1185 国立リバプール 国立市 国立市中1-2-19 042-577-2577 http://www7.plala.or.jp/LIVERPOOL/ 100人未満

1186 地球屋 国立市 国立市東1-16-13 B1F 042-572-5851 http://chikyuya.info/contents/pickup 100人未満

1187 南区公会堂　(フレスポホール) 国立市 国立市谷保3143-1 042-573-8880 https://sites.google.com/site/minamikukokaido/ 100人未満

1188 福生ＵＺＵ 福生市 福生市武蔵野台1-3-12 042-551-4477 http://uzu69.com 100人以上500人未満

1189 福生市民会館　(大ホール（もくせいホール）) 福生市 福生市福生2455 042-552-1711 http://fussa-shiminkaikan.jp/ 1,000人以上1,500人未満

1190 福生市民会館　(小ホール（つつじホール）) 福生市 福生市福生2455 042-552-1711 http://fussa-shiminkaikan.jp/ 100人以上500人未満

1191 泉の森会館 狛江市 狛江市元和泉1-8-12 03-5497-5444 http://izumino-mori.net/index.html 100人未満

1192 狛江市中央公民館（市民センター）　(ホール) 狛江市 狛江市和泉本町1-1-5 03-3488-4411
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,313,
324,2028,html

100人以上500人未満

1193 狛江市民ホール（エコルマホール）　(狛江市民ホール) 狛江市 狛江市元和泉1-2-1 03-3430-4106 http://www.ecorma-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

1194 シアターグスタフ 狛江市 狛江市東野川1-5-17 03-5497-6996 http://www.cr-gustaf.com/ 100人未満

1195 西河原公民館　(ホール) 狛江市 狛江市元和泉2-35-1 03-3480-3201
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,401,
324,2028,html

100人以上500人未満

1196 東大和市中央公民館　(ホール) 東大和市 東大和市中央3-926 042-564-2451
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/35,6
6975,369,html

100人以上500人未満

1197 東大和市民会館（ハミングホール）　(大ホール) 東大和市 東大和市向原6-1 042-590-4411 http://www.humming-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

1198 東大和市民会館（ハミングホール）　(小ホール) 東大和市 東大和市向原6-1 042-590-4411 http://www.humming-hall.jp/ 100人以上500人未満

1199 清瀬けやきホール　(ホール) 清瀬市 清瀬市元町1-6-6 042-493-4011 http://kiyosekeyakihall.jp/ 500人以上1,000人未満

1200 清瀬市児童センターころぽっくる　　(ころぽっくるホール) 清瀬市
清瀬市中清戸3-235-5
児童センター（ころぽっくる）内

042-495-7700
http://www.city.kiyose.lg.jp/s045/020/020/010/0
20/hpg000007473.html

100人以上500人未満

1201 清瀬市生涯学習センター　(アミューホール（多目的ホール）) 清瀬市
清瀬市元町1-2-11
アミュー内

042-495-7001
http://www.city.kiyose.lg.jp/s055/map/010/060/h
pg000002646.html

100人以上500人未満

1202 竹丘地域市民センター　(第5会議室) 清瀬市 清瀬市竹丘1-11-1 042-495-1717 http://kiyose-civiccenter.net/takeoka.html 100人以上500人未満

1203 中清戸地域市民センター　(多目的ホール) 清瀬市 清瀬市中清戸4-847-5 042-494-7211 http://kiyose-civiccenter.net/nakakiyoto.html 100人未満

1204 中里地域市民センター　(多目的ホール) 清瀬市 清瀬市中里4-1301 042-494-7511 http://kiyose-civiccenter.net/nakazato.html 100人未満

1205 市民プラザホール　(ホール) 東久留米市
東久留米市本町3-3-1
市役所1F

042-470-7813
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/shika
nren/hall/1002036.html

100人以上500人未満

1206 西部地域センター　(多目的ホール) 東久留米市 東久留米市滝山4-1-10 042-471-7210
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisetsu/shika
nren/chiiki/1002033.html

100人未満

1207 成美教育文化会館　(成美グリーンホール) 東久留米市 東久留米市東本町8-14 042-471-6600 http://syuurenkai.or.jp/index.html 100人以上500人未満

1208 武蔵村山市民会館　さくらホール　(大ホール) 武蔵村山市 武蔵村山市本町1-17-1 042-565-0226 http://www.musashimurayama-sakurahall.jp/ 1,000人以上1,500人未満
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1209 武蔵村山市民会館　さくらホール　(小ホール) 武蔵村山市 武蔵村山市本町1-17-1 042-565-0226 http://www.musashimurayama-sakurahall.jp/ 100人以上500人未満

1210 アウラホール 多摩市
多摩市関戸1-10-1
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター
Ａ館6Ｆ

042-337-2675 http://www.keio-sc.jp/guide/rentalspace.html 500人以上1,000人未満

1211 多摩市複合文化施設　パルテノン多摩　(大ホール) 多摩市 多摩市落合2-35 042-375-1414 http://www.parthenon.or.jp/ 1,000人以上1,500人未満

1212 多摩市複合文化施設　パルテノン多摩　(小ホール) 多摩市 多摩市落合2-35 042-375-1414 http://www.parthenon.or.jp/ 100人以上500人未満

1213 多摩市立愛宕コミュニティセンター(愛宕かえで館)　(ホール) 多摩市 多摩市愛宕3-2 042-375-2990
https://www.city.tama.lg.jp/shisetsu/18009/2007/
002014.html

100人以上500人未満

1214 多摩市立貝取コミュニティセンター(貝取こぶし館)　(ホール1・2) 多摩市 多摩市貝取4-5-1 042-389-4196 http://kobushi-kan.main.jp/ 100人以上500人未満

1215
多摩市立唐木田コミュニティセンター(からきだ菖蒲館)　(ホー
ル)

多摩市 多摩市鶴牧6-14 042-338-6333 http://www.karakida.org/ 100人以上500人未満

1216
多摩市立乞田・貝取コミュニティセンター
(乞田・貝取ふれあい館)　(ホール1)

多摩市 多摩市乞田810 042-339-1700
https://www.city.tama.lg.jp/shisetsu/18009/2007/
002010.html

100人未満

1217 多摩市立桜ヶ丘コミュニティセンター(ゆう桜ヶ丘)　(ホール1) 多摩市 多摩市桜ヶ丘1-17-7 042-338-7121
https://www.city.tama.lg.jp/shisetsu/18009/2007/
002009.html

100人未満

1218 多摩市立関戸公民館（ヴィータ・コミューネ）　(ヴィータホール) 多摩市
多摩市関戸4-72
ヴィータ・コミューネ7F・8F

042-374-9711 http://www.city.tama.lg.jp/bunka/45/873/10488/ 100人以上500人未満

1219
多摩市立鶴牧・落合・南野コミュニティセンター(トムハウス)
(ホール)

多摩市 多摩市落合6-5 042-371-8806 http://www.tomhouse.org/index.html 100人未満

1220 多摩市立永山公民館（ベルブ永山）　(ベルブホール) 多摩市 多摩市永山1-5 042-337-6661 http://www.city.tama.lg.jp/bunka/45/873/7985/ 100人以上500人未満

1221 多摩市立聖ヶ丘コミュニティセンター(ひじり館)　(ホール) 多摩市 多摩市聖ヶ丘2-21-1 042-389-2211
https://www.city.tama.lg.jp/shisetsu/18009/2007/
002013.html

100人以上500人未満

1222
武蔵野音楽大学
シューベルトホール（パルナソス多摩）

多摩市 多摩市落合5-7-1 042-389-0711
http://www.musashino-
music.ac.jp/guide/facilities/hall/schubert/

100人以上500人未満

1223 稲城市中央公民館　(ホール) 稲城市 稲城市東長沼2111 042-377-2121
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/shakaiky
ouiku/kouminkan/kouminkan.html

100人以上500人未満

1224 稲城市立iプラザ　(ホール) 稲城市 稲城市若葉台2-5-2 042-331-1720 http://www.iplaza.inagi.tokyo.jp/ 100人以上500人未満

1225 羽村市コミュニティセンター　(ホール) 羽村市 羽村市緑ヶ丘5-2-6 042-554-8584 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000637.html 100人以上500人未満

1226 羽村市生涯学習センターゆとろぎ　(大ホール) 羽村市 羽村市緑ヶ丘1-11-5 042-570-0707
https://www.hamura-
tokyo.jp/shisetsu_gaiyou/yutorogi01.html

500人以上1,000人未満

1227 羽村市生涯学習センターゆとろぎ　(小ホール) 羽村市 羽村市緑ヶ丘1-11-5 042-570-0707
https://www.hamura-
tokyo.jp/shisetsu_gaiyou/yutorogi01.html

100人以上500人未満

1228 秋川キララホール　(ホール) あきる野市 あきる野市秋川1-16-1 042-559-7500 http://akigawa-kirarahall.jp/ 500人以上1,000人未満

1229 秋川ふれあいセンター　(ふれあいホール) あきる野市 あきる野市平沢175-4 042-550-3311
http://www.akiruno-shakyo.or.jp/fureai-
center/index.html

100人以上500人未満

1230 あきる野ルピア　(ルピアホール) あきる野市 あきる野市秋川1-8 042-550-4700 http://akiruno-rupia.jp/ 100人以上500人未満

1231 五日市会館　(ホール) あきる野市 あきる野市五日市412
042-558-1111
（代）内線2492

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000002987.htm
l

100人以上500人未満

1232 五日市地域交流センター　(まほろばホール) あきる野市 あきる野市五日市411
042-558-1111
（代）内線2493

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000002986.html 100人以上500人未満

1233 西東京市コール田無　(多目的ホール) 西東京市 西東京市田無町3-7-2 042-469-5006
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/hall/call.ht
ml

100人以上500人未満

1234 西東京市保谷こもれびホール　(メインホール) 西東京市 西東京市中町1-5-1 042-421-1919 http://www.komorebi-hall.jp/ 500人以上1,000人未満

1235 西東京市保谷こもれびホール　(小ホール) 西東京市 西東京市中町1-5-1 042-421-1919 http://www.komorebi-hall.jp/ 100人以上500人未満

1236 西東京市民会館　(公会堂) 西東京市 西東京市田無町4-15-11 042-463-5381
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/sisetu/hall/simin.h
tml

500人以上1,000人未満

1237 まったなしスタジオ 西東京市
西東京市田無町6-3-8
村田ビル2F

042-425-4007 http://www.organictheater.net/ 100人未満

1238 耕心館　(多目的大広間) 瑞穂町
西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山
317-1

042-568-1505 http://www.koshinkan.jp/index.html 100人未満

1239 瑞穂ビューパークスカイホール　(大ホール) 瑞穂町 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2475 042-557-7070
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/shisetsu/skyhal
l.html

1,000人以上1,500人未満

1240 瑞穂ビューパークスカイホール　(小ホール) 瑞穂町 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2475 042-557-7070
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/shisetsu/skyhal
l.html

100人以上500人未満

1241 武蔵野コミュニティセンター 　(ホール（A）) 瑞穂町
瑞穂町むさし野1-5
瑞穂アパート27号棟1F

042-570-0555
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/shisetsu/komis
en.html

100人未満

1242 日の出町やまびこホール　(ホール) 日の出町 日の出町大久野1165-2 042-597-2256 http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000135.html 100人以上500人未満

1243 大島町開発総合センター　(大集会室) 大島町 大島町元町1-1-14 04992-2-1443
http://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/soumu/p
ublic-office.html

500人以上1,000人未満

1244 八丈町多目的ホール　おじゃれ　(ホール) 八丈町 八丈島八丈町大賀郷2551-2 04996-2-7071
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kyouiku/
ojare/index.html

100人以上500人未満
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