
《掲載事項について》
◆�クラシック音楽の演奏会・オペラ等の上演を行い、演奏会
記録のための資料提供にご協力いただいた全国の会館及び
ホール。
◆都道府県別50音順。
◆�使用料金は、主に「平日の基本料金または最低料金（税込）」
（特に記載のない場合は消費税別）とし、時間帯区分は①
午前�②午後�③夜間�④全日の概算。
◆所在地欄の（西暦）は会館・ホールの開館年。
◆�備品欄の略号は右記のとおり。アップライトピアノ・電子
楽器・電子機器は除く。
　�その他の楽器は、ピアノ以外に貸出し可能な楽器。
◆�会館・ホール名の後に★が付いている所は、若手演奏家が
利用する際に優待制度を実施しています。
　詳しくは、直接お問合せください。
◆詳細は、各会館・ホールへお問合せください。

2019年12月現在

備品略号
主なピアノ・ブランドほか
Ⓢスタインウェイ
Ⓨヤマハ
Ⓚカワイ
Ⓑベーゼンドルファー
Ⓓディアパソン
Ⓖグロトリアン
Bベヒシュタイン
�Ｂ◇ボストン
P上記以外のピアノ・ブランド
Ⓟパイプオルガン
Ⓒチェンバロ
▪その他の楽器

• 全国都道府県別会館・ホール便覧



全国都道府県別会館・ホール便覧（北海道）

会館・ホール名
収容数

所在地
TEL・FAX

「平日使用の基本料金」
①午前②午後③夜間④全日

備品（ピアノほか）

　〔北　海　道〕

旭川市大雪クリスタルホール
＜音楽堂＞597席

070-8003旭川市神楽3条7丁目
電◯0166-69-2000
Ⓕ0166-69-2001

（1993年）

　　　①18,180円　②24,240円
　　　③21,210円　④63,630円

（税込）

ⓈＤ-274　ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製

旭川市公会堂
725席（車椅子席5）

070-0044旭川市常磐公園
電◯0166-22-4173� （1958年）

　　　① 9,450円　②15,750円
　　　③18,170円　④43,370円

ⓎＣＦ

旭川市民文化会館
＜大＞1,546席（車椅子席2）
＜小＞�� 318席

070-0037旭川市7条通9丁目
電◯0166-25-7331
Ⓕ0166-22-3526

（1975年）

＜大＞①22,050円　②27,680円
　　　③34,830円　④81,960円
＜小＞① 7,720円　② 9,010円
　　　③ 9,010円　④25,740円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ×2，ＣＦ

あさひサンライズホール
＜こだまホール＞
300席（内可動22席）

095-0401士別市朝日町中央4038
電◯0165-28-3146
Ⓕ0165-28-2960

　　　1時間4,000円 ⓎＣＦⅢＳ

芦別市民会館
908席

075-0011芦別市北１条東２- ４
電◯0124-22-3110
Ⓕ0124-22-3172� （1976年）

　　　① 8,800円　②13,200円
　　　③17,600円　④38,500円

（税込）

ⓎＣＦ

網走市民会館
957席

093-0016網走市南6条西2丁目
電◯0152-43-4394
Ⓕ0152-43-4395

　　　①12,340円　②19,650円
　　　③29,480円　④54,040円

ⓎＦＣ，ＣＦ

岩見沢市民会館
＜大＞1,183席
岩見沢市文化センター

（まなみーる）
＜中＞514席

068-0029岩見沢市9条西4丁目
電◯0126-22-4235
Ⓕ011-351-2556（インターネッ
トFAX）

＜大＞①25,350円　②30,060円
　　　③38,650円　④94,070円
＜中＞① 4,910円　② 7,430円
　　　③12,350円　④24,710円
（別途冬期加算料金あり・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

江差町文化会館
734席
（固定190席，可動544席）

043-0052北海道檜山郡江差町茂
尻町71
電◯0139-52-5115
Ⓕ0139-52-5594� （1990年）

　　　①19,470円　②38,940円
　　　③33,740円　④92,150円

ⓎＣＦⅢ

恵庭市民会館
＜大＞816席
＜中＞可動500席

061-1445恵庭市新町10
電◯0123-33-3171
Ⓕ0123-33-0685

＜大＞①15,900円　②21,200円
　　　③26,500円　④53,000円
＜中＞①10,400円　②13,800円
　　　③17,300円　④34,500円

（税込）

ⓎＣＦ，ＣSⅡ

江別市民会館 ★
＜大＞1,005席

067-0074江別市高砂町6
電◯011-383-6446
Ⓕ011-381-1077

　　　①17,300円　②25,900円
　　　③35,300円　④78,500円

ⓎＣＦ

江別市民文化ホール ★
（えぽあホール）
453席

069-0854江別市大麻中町26-7
電◯011-387-3120
Ⓕ011-387-3121� （1997年）

　　　①16,100円　②20,100円
　　　③20,900円　④57,100円

（税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦⅢＳ

小樽市民会館
1,216席

047-0024小樽市花園5-3-1
電◯0134-25-8800
Ⓕ0134-25-8899� （1963年）

　　　①17,000円　②25,000円
　　　③34,000円　④71,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓚ750

小樽市民センター
（マリンホール）
453席

047-0031小樽市色内2-13-5
電◯0134-25-9900
Ⓕ0134-25-9700

　　　① 9,400円　②13,000円
　　　③17,000円　④37,000円

Ⓢ
Ⓚ

音更町文化センター
＜大＞1,022席
＜ふれあいホール＞346席

080-0302北海道河東郡音更町木
野西通15丁目8
電◯0155-31-5215
Ⓕ0155-31-5229

＜大＞1時間当4,200円
＜ふ＞1時間当2,415円

（税込）

Ⓢ
Ⓨ

帯広市民文化ホール
＜大＞1,540席
＜小＞ �560席

080-0015帯広市西５条南11丁目
48-2
電◯0155-23-8111
Ⓕ0155-23-8112

＜大＞①27,050円　②33,050円
　　　③41,100円　④98,200円
＜小＞①12,000円　②16,050円
　　　③21,050円　④47,100円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ，Ｃ3Ａ

オホーツク・文化交流センタ
ー（エコーセンター2000）
465席

093-0072網走市北二条西3丁目3
電◯0152-43-3704
Ⓕ0152-45-0733

　　　① 7,920円　②10,560円
　　　③10,560円　④29,040円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/dept/85000000/85400000/index.html
http://www.e-s-kousya.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（北海道）

北広島市芸術文化ホール
（花ホール）
597席（車椅子席3）

061-1121北広島市中央6-2-1
電◯011-372-7667
Ⓕ011-372-3066

　　　1時間当5,850円（平日） ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

北見芸術文化ホール
（きた・アート21）
＜音楽ホール＞576席
＜中＞　420席

090-0811北見市泉町1-3-22
電◯0157-31-0909
Ⓕ0157-68-1537

（1998年）

＜音＞①25,200円　②33,600円
③33,600円

＜中＞①12,600円　②16,800円
　　　③16,800円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ5

北見市民会館
＜大＞1,323席
＜小＞ �250席

090-0817北見市常盤町2-1-10
電◯0157-23-6266
Ⓕ0157-23-9527

（1972年）

＜大＞①33,300円　②44,400円
③44,400円

＜小＞1時間2,800円
（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ，Ｃ7

釧路市生涯学習センター
（まなぼっと幣舞）
806席

085-0836釧路市幣舞町4-28
電◯0154-41-8181
Ⓕ0154-41-8182 （1992年）

①41,750円　② 55,660円
③55,660円　④153,070円

（税込）

ⓈＤ-274

釧路市民文化会館
（コーチャンフォー釧路文化
ホール）
＜大＞1,524席
＜小＞ �372席

085-0055釧路市治水町12-10
電◯0154-24-5005
Ⓕ0154-24-5016

（1979年）

＜大＞①34,790円　② 55,660円
③76,540円　④167,000円

＜小＞①13,910円　② 18,090円
③23,670円　④ 55,670円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ

倶知安町文化福祉センター
倶知安町公民館
603席（定員700名）

044-0013北海道虻田郡倶知安町
南3条東4丁目2-2
電◯0136-22-0230
Ⓕ0136-21-2144

① 6,300円　② 9,450円
③15,750円　④28,350円

ⓎＣＦⅢ，セミコン

札幌コンサートホール
（Kitara）
＜大＞2,008席
＜小＞ �453席

064-0931札幌市中央区中島公園
１-15
電◯011-520-2000
Ⓕ011-520-1575

（1997年）

＜大＞①39,800円　② 39,800円
③66,200円　④138,400円

＜小＞①19,400円　② 19,400円
③32,400円　④ 67,600円

（小ホールは直前割引あり・税込）

Ⓟケルン社製68ストップ
ⓈD-274×4
ⒷMod.290インペリアル
ⓎCFⅢS×2　ⓀＥＸ
Ⓒブルース・ケネディ
▪カールシュッケ社製5
ストップ，草刈オルガン
社製3ストップポジティ
フオルガン

札幌サンプラザホール
＜音楽ホール＞506席

001-0024札幌市北区北24条西5丁
目
電◯011-758-3121
Ⓕ011-758-3120

①36,540円　② 45,360円
③55,440円　④109,620円

（税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

札幌市教育文化会館
＜大＞1,100席
＜小＞ �360席

060-0001札幌市中央区北1条西13
丁目
電◯011-271-5821
Ⓕ011-271-1916

＜大＞①60,900円　② 60,900円
③81,300円　④193,900円

＜小＞①27,700円　② 27,700円
③36,900円　④ 86,800円

（税込）

ⓈＤ型×2
ⓎＣＦ×2，ＣＳⅡ
ⓀＫＧ8Ｃ

札幌市生涯学習センター
（ちえりあ）
436席（車椅子席4）

063-0051札幌市西区宮の沢1条1
丁目1-10
電◯011-671-2200
Ⓕ011-671-2233� （2000年）

①30,700円　② 35,800円
③46,000円　④106,900円

ⓈD-274
ⓎNew�CFⅢS

札幌市民ホール ★
（カナモトホール）
1,500席

060-0001札幌市中央区北1条西1
丁目
電◯011-252-3700
Ⓕ011-252-3900� （2008年）

①54,500円　② 63,600円
③81,800円　④180,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

札幌文化芸術劇場（hitaru）
2,302席

060-0001札幌市中央区北1条西1
丁目　札幌市民交流プラザ
電◯011-242-5800
Ⓕ011-242-5656

①282,400円　②282,400円
③470,700円　④983,700円

（税込）

ⓈD-274×3
ⓎＣＦＸ×2
Ⓒ

ザ・ルーテルホール
216席

060-0042札幌市中央区大通西6丁
目3-1札幌ルーテルセンタービル
電◯011-251-1311
Ⓕ011-251-4805

①20,000円　②30,000円
③40,000円　④87,000円

ⓈＤ型ハンブルグ製×2

斜里町公民館ゆめホール知床 
★
＜文化ホール＞600席

099-4113北海道斜里郡斜里町本
町4
電◯0152-22-2222
Ⓕ0152-22-2220

①18,000円　②36,000円
③24,000円　④78,000円
※1時間6,000円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ400Ｅ
ⓀＧＳ30

http://www.kushiro-bunka.or.jp
http://www.kushiro-bunka.or.jp
https://www.kitara-sapporo.or.jp
http://chieria.slp.or.jp/
http://www.sapporo-shiminhall.org/


全国都道府県別会館・ホール便覧（北海道）

新十津川町総合健康福祉セン
ター（ゆめりあ）
352席

073-1103北海道樺戸郡新十津川
町字中央307-1
電◯0125-72-2000
Ⓕ0125-72-2006

　　　町内：1時間当2,800円
　　　町外：1時間当4,200円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣ3Ⅱ

砂川市地域交流センター
ゆう
＜大＞500席
＜小＞100席

073-0153砂川市東三条北2-3-3
電◯0125-54-3111
Ⓕ0125-54-3119

� （2007年）

①〜③は1時間当り
＜大＞①6,960円　② 7,180円
　　　③8,840円　④68,130円
＜小＞①1,400円　② 1,440円
　　　③1,780円　④13,700円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ

たかすメロディホール
502席（内車椅子席2）

071-1202北海道上川郡鷹栖町南
二条4丁目1-1
電◯0166-87-2500
Ⓕ0166-87-3232� （1994年）

　　　①10,000円　②16,000円
　　　③20,000円　④40,000円
（入場料1,000円未満の場合）

ⓎＣＦⅢ，Ｓ-700Ｅ

たきかわ文化センター
1,101席

073-0033滝川市新町3-6-44
電◯0125-23-1281
Ⓕ0125-23-1283

　　　①61,710円　② 92,570円
　　　③92,570円　④246,850円

（税込）

Ⓨフルコン

だて歴史の杜カルチャーセン
ター
＜大＞1,044席

052-0012伊達市松ヶ枝町34-1
電◯0142-22-1515
Ⓕ0142-22-1155

　　　①19,800円　②28,600円
　　　③39,600円　④82,500円

Ⓢ
Ⓨ

洞爺湖文化センター
1,000席（固定394席，可動396
席，その他210席）

049-5721北海道虻田郡洞爺湖町
洞爺湖温泉町142-130
電◯0142-75-4400
Ⓕ0142-75-4704

　　　①20,000円　②25,000円
　　　③25,000円　④70,000円

Ⓨ

とかちプラザ・レインボーホ
ール
350席

080-0014帯広市西四条南13丁目
電◯0155-22-7890
Ⓕ0155-22-5955� （1995年）

　　　① 9,350円　②10,900円
　　　③12,500円　④29,650円

（税込）

ⓈD-274　ⒷMod.290
ⓎＣFⅢS　Ⓒアトリエ・
フォン・ナーゲル社製

苫小牧市文化会館
500席（内可動20席）

053-0018苫小牧市旭町2-8-19
電◯0144-36-7823
Ⓕ0144-36-7825� （1979年）

　　　① 5,850円　② 9,750円
　　　③13,650円　④25,350円
（入場料1,000円以下の場合）

Ⓨフルコン

苫小牧市民会館
＜大＞固定1,630席
＜小＞ 450席（可動）

053-0018苫小牧市旭町3-2-2
電◯0144-33-7191
Ⓕ0144-33-7194

＜大＞①26,500円　②35,400円
　　　③44,200円　④90,200円
＜小＞① 7,300円　② 9,800円
　　　③12,200円　④24,900円

ⓈD-274
Ⓨフルコン，セミコン
ⓎＧ3

奈井江町文化ホール
（コンチェルトホール）
246席

079-0313北海道空知郡奈井江町
字奈井江町243-24
電◯0125-65-6066
Ⓕ0125-65-6067

　　　　１時間1,034円
　　　（町外利用者50％増・税込）

ⒷMod.�225

中標津町総合文化会館 ★
（しるべっと）
＜大＞1,010席
＜小＞ �306席（電動216席）

086-1002北海道標津郡中標津町
東２条南３丁目1-1
電◯0153-73-1131
Ⓕ0153-72-7767
� （1995年）

＜大＞①28,942円　② 41,543円
　　　③55,426円　④125,912円
＜小＞① 8,863円　② 11,320円
　　　③15,165円　④ 35,349円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

七飯町まちづくり推進センタ
ー（七飯町文化センター）
＜パイオニアホール＞1,000席
＜スターホール＞350席

041-1193北海道亀田郡七飯町本
町6丁目1-2
電◯0138-66-2066
Ⓕ0138-66-2070

＜パ＞①15,730円　②20,970円
　　　③29,360円　④66,060円
＜ス＞① 4,710円　② 6,290円
　　　③ 8,390円　④19,390円

ⓎＣFⅢS，Ｃ7

根室市総合文化会館
＜大＞固定1,000席
（身障者席10，親子席32）
＜小＞固定353席
（身障者席10，親子席24）

087-0006根室市曙町1-40
電◯0153-24-3188
Ⓕ0153-23-6172

� （1993年）

＜大＞①29,500円　② 42,100円
　　　③62,580円　④125,160円
＜小＞①13,330円　② 18,900円
　　　③28,240円　④ 56,490円

（税込）

ⓈD-275
ⓎＣFⅢS

函館市芸術ホール
（ハーモニー五稜郭）
708席

040-0001函館市五稜郭町37-8
電◯0138-55-3521
Ⓕ0138-55-3586� （1998年）

　　　①15,000円　②24,000円
　　　③32,000円　④64,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
Ⓒ

函館市民会館
＜大＞1,370席
＜小＞ �500席

042-0932函館市湯川町1-32-1
電◯0138-57-3111
Ⓕ0138-57-3115

� （1970年）

＜大＞①16,800円　②26,400円
　　　③36,000円　④72,000円
＜小＞① 4,800円　② 6,240円
　　　③ 7,800円　④15,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ3
ⒸアトラスＣ-140

http://www.zncs.or.jp/
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/kyoikuiinkai/sougoubunka/index.html
http://www.zaidan-hakodate.com
http://www.zaidan-hakodate.com/kaikan/


全国都道府県別会館・ホール便覧（北海道・青森県）

美深町文化会館COM100
（コム100）
＜文化ホール＞458席

098-2252北海道中川郡美深町西
町22
電◯01656-2-1744
Ⓕ01656-2-3672� （1998年）

　　夏①〜④ 5,770円
　　冬①〜④ 6,920円
基本は３時間以内・超過１時間ごと
に夏1,923円，冬2,304円

ⓎＣFⅢS

深川市文化交流ホール
（み・らい）
691席（車椅子席12）

074-0005深川市五条7-20
電◯0164-23-0320
Ⓕ0164-23-0325

　　　①13,500円　②18,252円
　　　③19,656円　④44,604円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，ＣＳⅡ

北ガス文化ホール
（千歳市民文化センター）
＜大＞1,275席
＜中＞ �412席

066-0036千歳市北栄2-2-11
電◯0123-26-1151
Ⓕ0123-26-1152

＜大＞①21,000円　②31,500円
　　　③43,500円　④90,000円
＜中＞① 7,500円　②11,300円
　　　③13,500円　④31,500円
� （税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＳⅡ×2
（大・中ホール共用）

北斗市総合文化センター
（かなで〜る）
＜大＞1,000席
＜小＞ �300席

049-0156北斗市中野通2-13-1
電◯0138-74-2000
Ⓕ0138-74-2074

� （1997年）

＜大＞①16,500円　②25,300円
　　　③33,000円　④82,500円
＜小＞① 5,500円　② 8,800円
　　　③11,000円　④27,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ，ＲＸ1
▪ドラムセット，マリン
バ等

北海道立釧路芸術館
＜アートホール＞
固定125席（可動76席）

085-0017釧路市幸町4-1-5
電◯0154-23-2381
Ⓕ0154-23-2386

� （1998年）

　　　① 9,210円　②11,510円
　　　③ 9,210円　④23,580円

（税込）
※2020年4月1日以降，料金が変更に
なる場合があります。

ⓈＣ-227

幕別町百年記念ホール
800席

089-0563北海道中川郡幕別町千
住180-1
電◯0155-56-8600
Ⓕ0155-56-8602

　　　①12,000円　②16,000円
　　　③19,000円　④42,300円

ⒷMod.290
ⓎＣS

室蘭市文化センター
1,307席

051-0016室蘭市幸町6-23
電◯0143-22-3156
Ⓕ0143-22-3158

　　　①11,880円　②15,840円
　　　③15,840円　④43,560円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＦＣ

紋別市民会館
880席

094-0006紋別市潮見町1-4-3
電◯0158-24-2416
Ⓕ0158-23-5603� （1972年）

　　　①11,700円　②18,200円
　　　③26,000円　④50,700円

ⓈD-274
ⓎＣＦ

留萌市文化センター
828席

077-0033留萌市見晴2-27
電◯0164-42-3333
Ⓕ0164-42-3347� （1973年）

　　　①15,960円　②21,280円
　　　③21,280円　④53,200円

Ⓨフルコン

六花亭ふきのとうホール
221席

060-0004札幌市中央区北4条西6
丁目3-3
電◯0120-12-6666
Ⓕ011-207-6666� （2015年）

 9：00〜17：30　110,000円
13：00〜21：30　110,000円
 9：00〜21：30　165,000円

ⓈD-274
Ⓑ225
ⓎＣＦＸ

稚内総合文化センター
＜大＞1,293席
＜小＞ �350席

097-0022稚内市中央3-13-23
電◯0162-22-2727
Ⓕ0162-22-2728

� （1984年）

＜大＞①17,000円　②24,000円
　　　③32,000円　④70,000円
＜小＞① 6,000円　② 7,000円
　　　③ 9,000円　④21,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

　〔青　森　県〕

五所川原市ふるさと交流圏民
センター（オルテンシア）
＜大＞1,109席
＜小＞ �408席

037-0065五所川原市字幾世森24-
15
電◯0173-33-2111
Ⓕ0173-33-2006

＜大＞①21,620円　②31,930円
　　　③43,910円　④97,460円
＜小＞① 8,750円　②12,920円
　　　③17,770円　④39,440円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳＡ

下北文化会館
1,186席

035-0072むつ市金谷1-10-1
電◯0175-22-8411
Ⓕ0175-22-8414

　　　①17,810円　②29,690円
　　　③41,570円　④89,070円

ⓈD-274
ⓎＣ7Ａ，ＣＦⅢ
▪ヤマハティンパニ5台

十和田市民文化センター
＜大＞998席＋車イス席2
＜生涯学習ホール＞電動観覧
席300席＋車イス席4
※2020.4月〜2021.3月末まで
工事休館

034-0083十和田市西三番町2-1
電◯0176-22-5200
Ⓕ0176-22-5098

� （1986年）

＜大＞①16,500円　②27,500円
　　　③33,000円　④71,500円
＜生＞① 3,300円　② 5,500円
　　　③ 7,700円　④16,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

中泊町総合文化センター
（パルナス）
＜文化ホール＞727席（可動）

037-0305青森県北津軽郡中泊町
大字中里字紅葉坂210
電◯0173-69-1111
Ⓕ0173-69-1115

 9時~17時：1時間3,800円〜7,800円
17時~21時：1時間5,100円〜10,200円

http://www.rokkatei.co.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（青森県・岩手県）

八戸市公会堂
＜大＞1,624席
＜中＞1,060席
※2020年12月末まで工事休館

031-0075八戸市内丸1-1-1
電◯0178-44-7171
Ⓕ0178-44-7176
� （1975年）

＜大＞①21,820円　② 35,190円
　　　③47,330円　④104,340円
＜中＞①16,970円　②29,100円
　　　③37,600円　④83,670円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン
Ⓒ

平川市文化センター
＜文化ホール＞740席

036-0102平川市光城2-30-1
電◯0172-44-1221
Ⓕ0172-44-8780� （1994年）

　　　①24,140円　② 40,260円
　　　③40,260円　④104,660円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

弘前市民会館
1,343席

036-8356弘前市下白銀町1-6
電◯0172-32-3374
Ⓕ0172-32-3381� （1964年）

　　　①28,560円　② 47,610円
　　　③47,610円　④123,780円

ⓈD-274
ⓈD-274メモリアル
ⓎＣＦⅢ

弘前文化センター弘前文化会
館
552席（車椅子席4）

036-8356弘前市下白銀町19-4
電◯0172-33-6571
Ⓕ0172-33-6570� （1981年）

　　　①17,660円　②29,430円
　　　③29,430円　④76,520円

（税込）

ⓈD-274

藤崎町文化センター
＜文化ホール＞
601席（内車椅子席7）

038-3803青森県南津軽郡藤崎町
西豊田1-1
電◯0172-75-3311
Ⓕ0172-75-3313

一律，1時間7,000円 ⓎＣＦⅢＳ

三沢市公会堂
＜大＞1,120席（車椅子席6）
＜小＞ �281席（車　〃　2）

033-0031三沢市桜町1-6-35
電◯0176-53-8711
Ⓕ0176-53-8714

� （1980年）

＜大＞①19,800円　②29,700円
　　　③38,500円　④88,000円
＜小＞① 4,400円　② 6,600円
　　　③ 8,800円　④19,800円

（税込）

ⓈD-274
ⓀKG-8C
ⓎS-400E

リンクステーションホール青
森（青森市文化会館）
2,031席

030-0812青森市堤町1-4-1
電◯017-773-7300
Ⓕ017-776-2066

　　　①40,780円　② 61,790円
　　　③79,080円　④176,720円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ

リンクモア平安閣市民ホール
（青森市民ホール）
989席

038-0012青森市柳川1-2-14
電◯017-722-3770
Ⓕ017-722-3771

　　　①20,490円　②30,750円
　　　③38,280円　④78,610円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ

六ヶ所村文化交流プラザ
（スワニー）
686席＋母子室
（定員10名×2室）

039-3212青森県上北郡六ヶ所村
大字尾駮字野附1-8
電◯0175-72-3400
Ⓕ0175-72-3404

　　　①24,000円　②32,000円
　　　③32,000円　④88,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6×2

　〔岩　手　県〕

胆沢文化創造センター
＜大＞800席（内身障者席6）
親子室11席
＜小＞可動250席

023-0401奥州市胆沢南都田加賀
谷地1-1
電◯0197-46-2133
Ⓕ0197-46-2135

＜大＞① 7,500円　②13,000円
　　　③13,480円　④33,980円
＜小＞①1,980円　② 4,000円
　　　③4,480円　④10,460円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ｅ

一関文化センター
＜大＞1,205席
＜小＞ �470席

021-0884一関市大手町2-16
電◯0191-21-2121
Ⓕ0191-21-5436
� （1984年）

＜大＞①12,000円　②17,000円
　　　③22,000円　④45,000円
＜小＞① 4,800円　② 6,800円
　　　③ 8,800円　④18,000円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦ，ＣＦＸ

岩手県民会館
＜大＞1,991席（内身障者席9）
＜中＞ �602席（内身障者席2）

020-0023盛岡市内丸13-1
電◯019-624-1171
Ⓕ019-625-3595

＜大＞①23,040円　②34,040円
　　　③41,350円　④98,430円
＜中＞①10,080円　②13,890円
　　　③18,310円　④42,280円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢＳ×2
ⓀKG-S

奥州市文化会館
（Ｚホール）
＜大＞1,500席（車椅子席4）
＜中＞ �504席（車椅子席4）

023-0003奥州市水沢佐倉河字石
橋41
電◯0197-22-6622
Ⓕ0197-22-6614
� （1992年）

＜大＞①47,400円　② 50,900円
　　　③80,500円　④151,900円
＜中＞①15,500円　② 16,600円
　　　③29,100円　④ 54,800円
（入場料5000円以上の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ
（大・中ホール共用）

釜石市民ホール（TETTO）
＜ホールＡ＞838席
＜ホールＢ＞218席

026-0024釜石市大町1-1-9
電◯0193-22-2266
Ⓕ0193-22-3809
� （2017年）

＜Ａ＞① 9,000円　②12,000円
　　　③ 9,000円　④30,000円
＜Ｂ＞① 3,000円　② 4,000円
　　　③ 3,000円　④11,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦ６

北上市文化交流センター・
さくらホール
＜大＞1,406席
＜中＞ �461席
＜小＞ �264席（平土間仮設イ
ス）

024-0084北上市さくら通り2-1-1
電◯0197-61-3300
Ⓕ0197-61-3301

＜大＞①16,500円　②24,300円
　　　③31,200円　④1時間当5,500円
＜中＞① 8,500円　②11,500円
　　　③15,100円　④1時間当2,900円
＜小＞① 4,100円　② 5,500円
　　　③ 7,600円　④1時間当1,400円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ
PファツィオーリF278

http://www.hachi-kokaido.com
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/misawa/index3.html
http://isawabunso.com/
http://www.ichi-bun.com
http://www.oshu-bunka.or.jp
http://www.tetto-kamaishi.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（岩手県）

久慈市文化会館
（アンバーホール）
＜大＞1,178席（内車椅子席6）
＜小＞ �351席（内車椅子席2）

028-0051久慈市川崎町17-1
電◯0194-52-2700
Ⓕ0194-52-2730
� （1999年）

＜大＞①16,100円　②24,100円
　　　③32,900円　④65,800円
＜小＞① 5,800円　② 8,700円
　　　③11,800円　④23,700円

ⓈD-274
ⓎＣＦ，ＣＦⅢＳ

雫石町中央公民館・野菊ホー
ル
808席

020-0555岩手県岩手郡雫石町上
曽根田114
電◯019-692-4181
Ⓕ019-692-4183� （1985年）

　　　① 9,900円　②13,200円
　　　③13,200円　④36,300円

（税込）

ⓎＣＦ

遠野市文化交流施設
（みやもりホール）
301席

028-0304遠野市宮守町下宮守32
地割133番地1
電◯0198-67-3133
Ⓕ0198-67-3134

　　　①3,980円　② 6,640円
　　　③8,420円　④19,040円

（税込）

ⓎCGP2

遠野市民センター
941席

028-0524遠野市新町1-10
電◯0198-62-4411
Ⓕ0198-62-3302� （1971年）

　　　①16,200円　②24,300円
　　　③32,400円　④61,965円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

二戸市民文化会館
＜大＞1,210席
＜中＞ �400席

028-6103二戸市石切所字狼穴1-1
電◯0195-23-7111
Ⓕ0195-22-1187

� （1981年）

＜大＞①10,710円　②16,060円
　　　③21,420円　④41,500円
＜中＞① 2,670円　② 4,010円
　　　③ 5,350円　④10,710円

（税込）

ⓎＣＦ
ⓈD-274

花巻市文化会館
＜大＞1,100席
＜中＞ �250席

025-0097花巻市若葉町3-16-22
電◯0198-24-6511
Ⓕ0198-22-4321

� （1975年）

＜大＞①10,600円　②15,900円
　　　③21,200円　④45,100円
＜中＞① 2,700円　② 4,000円
　　　③ 5,300円　④10,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓎＳ6

洋野町民文化会館
（セシリアホール）
固定844席

028-7913岩手県九戸郡町洋野種
市24-124-3
電◯0194-65-5411
Ⓕ0194-69-1100

　　　① 7,920円　 ②10,560円
　　　③11,080円　 ④29,560円

Ⓢ
Ⓨ

藤沢文化センター
（縄文ホール）
514席（母子室有）

029-3405一関市藤沢町藤沢字仁
郷12-5

　　　①4,800円　 ② 6,800円
　　　③8,800円　 ④18,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

前沢ふれあいセンター
（チェリーホール）
660席

029-4208奥州市前沢字七日町裏
104
電◯0197-56-7100
Ⓕ0197-56-7342

　　　① 9,600円　② 9,600円
　　　③12,000円　④31,200円

ⓎＣＦⅢ

宮古市民文化会館
＜大＞1,012席
＜中＞ �362席

027-0023宮古市磯鶏沖2-22
電◯0193-63-2511
Ⓕ0193-64-5445

＜大＞①12,960円　②17,280円
　　　③21,600円　④51,840円
＜中＞① 4,320円　② 5,400円
　　　③ 6,480円　④16,200円
（土日祝・入場無料の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ，Ｓ6Ｂ

盛岡劇場
＜メインホール＞
固定511席（親子席7）
＜タウンホール＞
100〜200席（可動）

020-0873盛岡市松尾町3-1
電◯019-622-2258
Ⓕ019-622-1910

� （1990年）

＜メ＞① 9,600円　②13,100円
　　　③17,200円　④39,900円
＜タ＞① 3,200円　② 4,400円
　　　③ 5,700円　④13,300円

ⓎＣＦⅢ，Ｓ400Ｂ

盛岡市渋民文化会館
（姫神ホール）
固定600席（車椅子席3）

028-4132盛岡市渋民字鶴塚55
電◯019-683-3526
Ⓕ019-683-3528� （1995年）

　　　① 5,400円　② 7,800円
　　　③10,600円　④23,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀKG-6C

盛岡市都南文化会館
（キャラホール）
1,042席

020-0834盛岡市永井24-10-1
電◯019-637-6611
Ⓕ019-637-8700� （1993年）

　　　①10,800円　②16,000円
　　　③19,400円　④46,200円

ⓈＤ-274×2

盛岡市民文化ホール
＜大＞1,510席
＜小＞ �350席

020-0045盛岡市盛岡駅西通2-9-1
電◯019-621-5100
Ⓕ019-621-5101
� （1998年）

＜大＞①19,000円　②28,000円
　　　③36,000円　④83,000円
＜小＞① 6,000円　②10,000円
　　　③12,000円　④28,000円

ⓈＤ-274　ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.275
Ⓟマルク・ガルニエ製作
34ストップ

矢巾町文化会館
（田園ホール）
808席

028-3615岩手県紫波郡矢巾町大
字南矢幅13-123
電◯019-697-5585
Ⓕ019-697-5581� （1990年）

　　　① 7,650円　②11,000円
　　　③14,780円　④33,430円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ7
ⒷMod.290インペリアル

http://ahall.city.kuji.iwate.jp/
https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014122100010/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/ninohe/index1.html
http://www.hanamaki-bunka.jp
http://www.town.hirono.iwate.jp
http://www.mfca.jp/morigeki/
http://www.mfca.jp/himekami/
http://www.mfca.jp/kyarahall/
http://www.mfca.jp/shiminbunka/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/yahaba/index2.html


全国都道府県別会館・ホール便覧（岩手県・宮城県）

山田町中央公民館
＜大＞701席（内車椅子席3）
＜小＞定員250名

028-1392岩手県下閉伊郡山田町
八幡町3-20
電◯0193-82-3212
Ⓕ0193-82-0030

＜大＞① 9,720円　②12,960円
　　　③15,120円　④37,800円
＜小＞① 1,080円　② 1,620円
　　　③ 2,160円　④ 4,860円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ3Ａ

　〔宮　城　県〕

岩沼市民会館
1,002席（身障者席4）

989-2427岩沼市里の杜1-2-45
電◯0223-23-3450
Ⓕ0223-23-3451� （1986年）

　　　①23,000円　② 37,000円
　　　③51,000円　④111,000円

Ⓢ
ⓀＥＸ

大崎市岩出山文化会館
（スコーレハウス）
494席

989-6492大崎市岩出山字船場21
電◯0229-72-0357
Ⓕ0229-72-2223

　　　① 9,300円　②12,400円
　　　③11,400円　④33,100円

（税込）

ⓈＤ-274

大崎市田尻文化センター
固定400席（身障者席3）

989-4308大崎市田尻沼部字富岡
166
電◯0229-39-2551
Ⓕ0229-39-1294

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③10,800円　④31,800円

（税込）

ⓎＣＦ

大崎市民会館
902席（車椅子席2）

989-6171大崎市古川北町5-5-1
電◯0229-22-2649
Ⓕ0229-22-8578� （1965年）

　　　①14,460円　②19,280円
　　　③23,120円　④56,860円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

加美町小野田文化会館
やくらい文化センター
459席（車椅子席4，親子席8）

981-4341宮城県加美郡加美町字
中原南105
電◯0229-67-7550
Ⓕ0229-67-7553� （2004年）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

加美町中新田文化会館
（中新田バッハホール）
684席（内固定643席，可動38
席，車椅子席3）

981-4262宮城県加美郡加美町字
一本杉101
電◯0229-63-7367
Ⓕ0229-63-7364

　　　① 8,600円　②12,900円
　　　③17,200円　④38,800円

（税込）

ⓈＤ　ⓎＣＦ，Ｇ3Ｅ
Pエセックス
Ⓒノイペルト社製バッハ
Ⓟ須藤オルガン工房製

栗原文化会館
（アポロプラザ）
1,000席（車椅子席6）

987-2215栗原市築館高田2-1-10
電◯0228-23-1234
Ⓕ0228-22-9351� （1987年）

　　　①13,200円　②18,700円
　　　③24,200円　④49,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ，Ｃ３

気仙沼市民会館
1,052席（車椅子席5）

988-0073気仙沼市笹が陣4-2
電◯0226-22-6616
Ⓕ0226-22-6617

　　　①14,000円　②21,000円
　　　③29,600円　④64,600円

（税込）

ⓈＤ-274

七ヶ浜国際村
（国際村ホール）
577席

985-0803宮城県宮城郡七ヶ浜町
花渕浜字大山1-1
電◯022-357-5931
Ⓕ022-357-5932

　　　①7,100円　② 9,100円
　　　③9,100円　④25,300円

ⓈＤ-274

白石市文化体育活動センター
（ホワイトキューブ）
＜コンサートホール＞610席

989-0218白石市鷹巣東2-1-1
電◯0224-22-1290
Ⓕ0224-22-1289
� （1997年）

　　　① 6,260円　② 8,350円
　　　③ 8,350円　④22,960円

（税込）

Ⓢ
Ⓨ
Ⓟパックスアーレン製
115ストップ

仙台サンプラザホール
（コンサートステージ）
2,054席

983-0852仙台市宮城野区榴岡
5-11-1
電◯022-257-3300
Ⓕ022-257-3331

　　　①127,700円　②197,200円
　　　③213,400円　④538,300円
（入場料3,000円以下の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

仙台市泉文化創造センター
（仙台銀行ホールイズミティ
21）
＜大＞1,450席
＜小＞ �403席

981-3133仙台市泉区泉中央2-18-1
電◯022-375-3101
Ⓕ022-375-4229

� （1987年）

＜大＞①23,400円　② 39,100円
　　　③46,800円　④109,300円
＜小＞① 5,500円　② 8,900円
　　　③11,100円　④25,500円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ×2
ⓀＥＸ

仙台市青年文化センター
（日立システムズホール仙台）
＜コンサートホール＞
802席（内車椅子席６）
＜シアターホール＞
584席（内車椅子席６）
＜交流ホール＞300席（移動）

981-0904仙台市青葉区旭ケ丘3-
27-5
電◯022-276-2110
Ⓕ022-276-2108

� （1990年）

＜コ＞①14,800円　②24,800円
　　　③29,800円　④69,400円
＜シ＞①11,000円　②18,300円
　　　③22,000円　④51,300円
＜交＞１時間当�5,500円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290インペリアル
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ
ⓀＥＸ

仙台市戦災復興記念館
（記念ホール）
270席

980-0804仙台市青葉区大町
2-12-1
電◯022-263-6931
Ⓕ022-262-5465

　　　① 6,000円　② 8,800円
　　　③12,100円　④26,900円

（税込）

ⓎＣＦ，Ｃ7

https://izumity21.jp/
https://www.sendaiycc.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（宮城県）

仙台市太白区文化センター
（楽楽楽ホール）
タイプⅠ674席または634席
タイプⅡ610席または442席
（車椅子席4，親子室3名×2）

982-0011仙台市太白区長町5-3-2
電◯022-304-2211
Ⓕ022-304-2746

� （1999年）

＜Ⅰ＞①13,700円　②22,900円
　　　③27,500円　④64,100円
＜Ⅱ＞①10,100円　②16,900円
　　　③20,300円　④47,300円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＧＳ100

仙台市男女共同参画推進セン
ター（エル・パーク仙台）
＜ギャラリーホール＞248席
＜スタジオホール＞　190席

980-8555仙台市青葉区一番町4-
11-1
電◯022-268-8300
Ⓕ022-268-8304

� （1987年）

＜ギ＞①13,400円　②16,300円
　　　③19,600円　④49,300円
＜ス＞①12,000円　②14,400円
　　　③17,300円　④43,700円
（営利目的使用の場合は上記の3倍）

（税込）

ⓎＣＦ（両ホール共用）

仙台市広瀬文化センター ★
605席（可動36席，車椅子席5）

989-3125仙台市青葉区下愛子字
観音堂5
電◯022-392-8401
Ⓕ022-392-8410� （1991年）

　　　① 9,300円　②15,500円
　　　③18,300円　④43,100円

（税込）

ⓎＣＦ
ⓀＥＸ

仙台市宮城野区文化センター 
（パトナホール） ★
384席

983-0842仙台市宮城野区五輪2-
12-70
電◯022-257-1213
Ⓕ022-352-6221� （2012年）

　　　① 7,600円　②12,700円
　　　③15,200円

（税込）

ⓎＣＦＸ
ⓀＲＸ-3

仙台市若林区文化センター
固定700席（車椅子席3）

984-0827仙台市若林区南小泉1-1-
1
電◯022-282-1171
Ⓕ022-282-1180

　　　① 12,600円　② 21,000円
　　　③ 22,100円　④ 55,700円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ７

仙南芸術文化センター
（えずこホール）
＜中＞802席
＜小＞300席

989-1267宮城県柴田郡大河原町
小島1-1
電◯0224-52-3004
Ⓕ0224-51-1130

＜中＞① 7,920円　②10,560円
　　　③10,560円　④29,040円
＜小＞① 2,310円　② 3,080円
　　　③ 3,080円　④ 8,470円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ7

大和町ふれあい文化創造セン
ター（まほろばホール）
＜大＞712席（内車椅子席10）
＜小＞可動100席

981-3626宮城県黒川郡大和町吉
岡南2-4-14
電◯022-344-4401
Ⓕ022-347-1501� （1995年）

＜大＞①10,090円　②12,640円
　　　③15,180円　④37,910円
＜小＞① 3,050円　②3,050円
　　　③ 3,050円　④9,150円

ⓈＤ-274

多賀城市民会館
＜大＞1,120席（内車椅子席6，
母子席2）
＜小＞458席（内可動265席）

985-0873多賀城市中央2-27-1
電◯022-368-0131
Ⓕ022-368-0132

� （1987年）

＜大＞①32,500円　② 49,600円
　　　③68,200円　④150,000円
＜小＞① 7,500円　② 12,300円
　　　③15,400円　④ 35,400円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ，ＲＸ-Ａ

電力ホール
1,000席

980-0811仙台市青葉区1番町3-7-1
電力ビル7Ｆ
電◯022-225-2251
Ⓕ022-267-4860� （1960年）

　　　① 80,000円　②120,000円
　　　③145,000円　④345,000円

Ⓢフルコン
Ⓑフルコン
Ⓨフルコン

トークネットホール仙台
（仙台市民会館）
＜大＞1,265席
＜小＞ �500席

980-0823仙台市青葉区桜ケ岡公
園4-1
電◯022-262-4721
Ⓕ022-215-3950
� （1973年）

＜大＞①29,100円　②45,200円
　　　③61,900円
＜小＞① 6,600円　② 9,700円
　　　③13,300円
� （税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン
Bフルコン

登米祝祭劇場
（水の里ホール）
＜大＞894席
（可変車椅子スペースあり）
＜小＞250席
＜野外劇場＞1,500人

987-0511登米市迫町佐沼字光ヶ
丘30
電◯0220-22-0111
Ⓕ0220-22-0115

� （1994年）

＜大＞①6,000円　② 8,000円
　　　③8,000円　④26,000円
＜小＞①1,800円　② 2,400円
　　　③2,400円　④ 7,800円
＜野＞① �900円　② 1,200円
　　　③1,200円　④ 3,900円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

名取市文化会館
＜大＞1,350席
＜中＞ �450席
＜小＞ �200席

981-1224名取市増田字柳田520
電◯022-384-8900
Ⓕ022-384-6684

� （1997年）

＜大＞①27,000円　② 45,000円
　　　③54,000円　④126,000円
＜中＞① 9,000円　② 15,000円
　　　③18,000円　④ 42,000円
＜小＞① 3,600円　②  6,600円
　　　③ 7,800円　④ 18,000円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ

宮城県民会館
（東京エレクトロンホール宮
城）
1,590席（内車椅子席3）

980-0803仙台市青葉区国分町3-3-
7
電◯022-225-8641
Ⓕ022-223-8728� （1964年）

　　　① 24,200円　② 39,600円
　　　③ 48,400円　④112,200円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン

https://www.hm-sendai.jp/sisetu/hirose/
http://www.ezuko.com
http://mahoroba-taiwa.jp/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/index1.html
http://bunka.natori.or.jp/
http://www.miyagi-hall.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（秋田県・山形県）

　〔秋　田　県〕

秋田県総合生活文化会館
（アトリオン音楽ホール）
＜中＞700席
＜小＞100席

010-0001秋田市中通2-3-8
電◯018-836-7803
Ⓕ018-836-7868

� （1989年）

＜中＞①25,170円　② 33,560円
　　　③49,300円　④108,030円
＜小＞① 4,800円　②  6,400円
　　　③ 9,000円　④ 20,200円
� （税込）

ⓈＤ型　ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟケルン社製
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
▪ポジティフ・オルガン

秋田市文化会館
＜大＞1,188席
＜小＞ �400席

010-0951秋田市山王7-3-1
電◯018-865-1191
Ⓕ018-865-1195

� （1980年）

＜大＞①15,100円　②18,340円
　　　③20,500円　④53,940円
＜小＞① 5,390円　② 7,550円
　　　③ 8,630円　④21,570円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ×2

大館市民文化会館
＜大＞1,198席
＜中＞ �414席

017-0822大館市字桜町南45-1
電◯0186-49-7066
Ⓕ0186-49-7069
� （1982年）

＜大＞①12,350円　②16,830円
　　　③21,320円　④46,010円
＜中＞① 3,370円　② 5,510円
　　　③ 6,740円　④13,470円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ-300

男鹿市民文化会館
＜大＞1,020席
＜小＞ �410席（可動）

010-0511男鹿市船川港船川字海
岸通り2号14-5
電◯0185-23-2251
Ⓕ0185-23-2253

＜大＞①10,800円　②15,120円
　　　③19,440円　④37,800円
＜小＞① 3,240円　② 4,320円
　　　③ 5,400円　④10,800円

ⓎＣＦ
ⓀKG-5

北秋田市文化会館
（ファルコン）
615席（車椅子席4，親子席7）

018-3311北秋田市材木町2-3
電◯0186-62-3311
Ⓕ0186-62-2337

　　　①3,140円　② 5,240円
　　　③6,290円　④12,580円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

大仙市大曲市民会館
998席（車椅子席6）

014-0063大仙市大曲日の出町
2-6-50
電◯0187-63-8766
Ⓕ0187-63-6102� （1994年）

　　　①12,780円　②18,120円
　　　③22,410円　④53,310円
� （税込）

ⒷMod.275

大仙市協和市民センター
（和ピア）
501席

019-2401大仙市協和船岡字大袋
1-7
電◯018-892-3820
Ⓕ018-892-3822� （1999年）

　　　① 6,280円　②10,470円
　　　③10,470円

ⓈＤ-274

中仙市民会館
（Don-Palドンパル）
536席

014-0203大仙市北長野字袴田95
電◯0187-56-7200
Ⓕ0187-56-7202� （2003年）

　　　① 6,280円　②10,470円
　　　③10,470円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

能代市文化会館
＜大＞1,172席
＜中＞ �400席（可動）

016-0842能代市追分町4-26
電◯0185-54-8141㈹
Ⓕ0185-54-8145
� （1980年）

＜大＞①11,550円　②17,320円
　　　③20,790円　④41,580円
＜中＞① 3,460円　② 4,620円
　　　③ 5,770円　④11,550円

ⓎＣＦ，Ｃ7，ＣＦⅢ

湯沢市雄勝文化会館
（Ohbionオービオン）
＜メインホール＞
400席（内可動144席）

019-0204湯沢市横堀字白銀町49-
1
電◯0183-52-2112
Ⓕ0183-52-5666� （1996年）

　　　①5,330円　② 7,470円
　　　③8,540円　④19,220円

ⓈＤ-274

湯沢市湯沢文化会館
＜大＞1,303席
（内車椅子席3，立ち席100）
＜中＞ �400席（可動）

012-0037湯沢市沖鶴103-1
電◯0183-72-2121
Ⓕ0183-72-2123

� （1979年）

＜大＞①12,100円　②16,500円
　　　③20,900円　④44,520円
＜中＞① 4,400円　② 5,500円
　　　③ 6,600円　④14,760円

（税込）

ⓎＣＦ×2

由利本荘市文化交流館カダー
レ
1,110席（車椅子席6，親子席8）

015-0076由利本荘市東町15
電◯0184-22-2500
Ⓕ0184-22-3376

　　　①16,980円　②22,640円
　　　③27,160円　④66,780円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦX

横手市民会館
928席

013-0045横手市南町13-1
電◯0182-32-3136
Ⓕ0182-32-7871� （1968年）

　　　①12,600円　②18,900円
　　　③21,000円　④52,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

　〔山　形　県〕

大江町町民ふれあい会館
452席

990-1101山形県西村山郡大江町
大字左沢306
電◯0237-62-3822
Ⓕ0237-62-4228

　　　①5,400円　② 7,560円
　　　③9,720円　④22,680円

ⓎＣＦⅢ

http://www.kosei-buil.co.jp/atorion/
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/rekishi-bunka/1002681/index.html
http://www.odate-bunka.com/
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2013101100249/


全国都道府県別会館・ホール便覧（山形県）

置賜文化ホール
（伝国の杜）
500席（車椅子席2）

992-0052米沢市丸の内1-2-1
電◯0238-26-2666
Ⓕ0238-26-2660

　　　①16,500円　②22,000円
　　　③22,000円　④60,500円

（税込）

ⓈＤ-274

尾花沢市文化体育施設
（サルナート）
＜コンベンションホール＞
504席（可動）

999-4225尾花沢市若葉町1-4-27
電◯0237-22-1111
Ⓕ0237-24-0383

　　　① 5,240円　② 7,340円
　　　③11,540円　④23,080円

Ⓢ

河北町総合交流センター
（サハトべに花）
807席（車椅子席4，親子席6）

999-3513山形県西村山郡河北町
谷地所岡3-1-10
電◯0237-72-6555
Ⓕ0237-72-2966

　　　平日　�１時間2,740円
　　　土日祝�１時間3,540円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ5Ｂ

寒河江市市民文化会館
936席

991-0003寒河江市大字西根字石
川西333
電◯0237-86-5111
Ⓕ0237-86-2201

　　　① 7,350円　②10,500円
　　　③14,700円　④30,450円

（税込）

Ⓨフルコン

酒田市民会館 ★
（希望ホール）
＜大＞1,287席
＜小＞可動約150席

998-0043酒田市本町2-2-10
電◯0234-26-5450
Ⓕ0234-26-5452

� （2004年）

＜大＞①21,270円　②31,950円
　　　③42,530円　④85,070円
＜小＞① 4,510円　② 6,820円
　　　③ 9,020円　④18,020円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｄ型
ⓎＣＦ

シェルターなんようホール ★
（南陽市文化会館）
＜大＞1,403席（内個室7席，
親子室7席）

999-2232南陽市三間通430-2
電◯0238-40-1222
Ⓕ0238-43-4567
� （2015年）

　　　①15,400円　②23,100円
　　　③30,800円　④61,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＳ

荘銀タクト鶴岡
＜大＞1,120席
＜小＞約180席

997-0035鶴岡市馬場町11-61
電◯0235-24-5188
Ⓕ0235-25-7611

� （2018年）

＜大＞①13,500円　②24,800円
　　　③31,600円　④62,100円
＜小＞① 4,400円　② 8,000円
　　　③10,200円　④20,000円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ6

庄内町文化創造館
（響ホール）
＜大＞固定502席
＜小＞可動205席

999-7781山形県東田川郡庄内町
余目字仲谷地280
電◯0234-45-1433
Ⓕ0234-45-1434

� （1999年）

＜大＞９時〜17時：１時間3,000円
　　　17時〜22時：１時間3,600円
　　　９時〜22時42,000円
＜小＞９時〜17時：１時間1,170円
　　　17時〜22時：１時間1,400円
　　　９時〜22時16,360円

ⓈＤ-274
ⓎＳ6，Ｃ7

白鷹町文化交流センターあゆ
ーむ
200席

992-0771山形県西置賜郡白鷹町
鮎貝7331
電◯0238-85-9071
Ⓕ0238-85-9072

　　　①1,600円　②2,130円
　　　③2,130円　④5,860円

ⓎＳ6Ｂ

天童市市民文化会館
1,110席

994-8510天童市老野森1-1-1
電◯023-654-1511
Ⓕ023-654-1513

＜大＞① 8,800円　②12,100円
　　　③16,500円　④36,300円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦ

長井市民文化会館 ★
810席
※2020年夏頃まで改修工事で
休館予定

993-0011長井市館町北5-10
電◯0238-84-6051
Ⓕ0238-84-6050
� （1974年）

　　　① 8,640円　②11,880円
　　　③16,200円　④35,640円
※改定の可能性あり

Ⓨフルコン

東根市さくらんぼタントクル
センター
＜大＞502席（内身障者席2）

999-3796東根市中央1-5-1
電◯0237-43-1155
Ⓕ0237-41-2232� （2005年）

　　　①10,800円　②10,800円
　　　③12,960円　④40,500円

ⓈＣ-227

村山市民会館
＜大＞990席
＜小＞284席

995-0024村山市楯岡笛田2-6-1
電◯0237-53-3111
Ⓕ0237-53-3532
� （1966年）

＜大＞① 9,700円　②14,000円
　　　③18,400円　④39,800円
＜小＞① 4,800円　② 7,300円
　　　③ 9,700円　④20,100円

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

山形県郷土館「文翔館」★
＜議場ホール＞250席

990-0047山形市旅篭町3-4-51
電◯023-635-5500
Ⓕ023-635-5501

　　　① 7,040円　② 8,800円
　　　③10,560円　④26,400円
（入場料1,000円以下の場合）

ⓈＣ-227

山形市民会館 ★
＜大＞1,202席
＜小＞300席（移動席）

990-0039山形市香澄町2-9-45
電◯023-642-3121
Ⓕ023-642-3124
� （1972年）

＜大＞①11,000円　②16,500円
　　　③22,000円　④49,500円
＜小＞① 4,500円　② 7,000円
　　　③ 9,000円　④20,500円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ6ＸＬＣ

http://www.kibou-hall.sakata.yamagata.jp
http://nanyoshi-bunkakaikan.jp
https://tact-tsuruoka.jp
https://www.hibikihall.jp/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/tendoshishiminbunka/index.html
http://www.shanshanshan.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（山形県・福島県）

山形テルサ
＜テルサホール＞806席
＜アプローズ＞400席

990-0828山形市双葉町1-2-3
電◯023-646-6677
Ⓕ023-647-0123

� （2001年）

＜テ＞①21,600円　②28,800円
　　　③28,800円　④79,200円
＜ア＞①12,000円　②16,000円
　　　③16,000円　④44,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＧＳ-6Ａ
ⓀＲＸ-6Ａ

やまぎん県民ホール
（山形県総合文化芸術館）
2,001席（車椅子席6）
※2020年3月29日開館

990-0828山形市双葉町1-2-38
電◯023-664-2220
Ⓕ023-664-2209
� （2020年）

　　　①35,600円　② 53,200円
　　　③67,100円　④155,900円

（税込）

ⓈＤ-274
BＤ-282

米沢市市民文化会館
1,005席

992-0045米沢市中央1-10-2
電◯0238-23-8510
Ⓕ0238-23-8511

　　　① 6,620円　②11,030円
　　　③13,250円　④28,710円

Ⓨフルコン

　〔福　島　県〕

會津風雅堂
1,752席（身障者席６）

965-0807会津若松市城東町12-1
電◯0242-27-0900
Ⓕ0242-29-8329� （1994年）

　　　①19,800円　②30,800円
　　　③38,500円　④80,190円

（税込）

ⓈD-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ

いわき芸術文化交流館アリオ
ス
＜大＞1,705席
＜音楽小ホール＞200席
（中劇場，小劇場有り）

970-8026いわき市平三崎1-6
電◯0246-22-8111
Ⓕ0246-22-8181

� （2008年）

＜大＞①36,800円　② 49,100円
　　　③58,900円　④144,800円
＜小＞① 3,500円　②  4,600円
　　　③ 5,800円　④ 13,900円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢＳ
ⒸM.Kramer製作16f
及び8f
ⓅE.Debaisieux製作4スト
ップポジティフオルガン

いわき市小名浜市民会館 ★
ホール定員1,267人（内固定席
1,010，車椅子席4）

971-8166いわき市小名浜愛宕上
6-1
電◯Ⓕ0246-54-9174

　　　① 7,770円　②11,550円
　　　③14,470円　④28,940円

（税込）

Ⓚコンサートグランド

いわき市文化センター
486席

970-8026いわき市平字堂根町1-4
電◯0246-22-5431
Ⓕ0246-22-5435� （1975年）

　　　①15,840円　②20,570円
　　　③19,030円　④52,280円

（税込）

ⓎＣＦ
ⓀＥＸ

御蔵入交流館南会津町文化ホ
ール
800席

967-0004福島県南会津郡南会津
町田島字宮本東22
電◯0241-62-6311
Ⓕ0241-62-6307

　　　９時〜17時：１時間4,000円
　　　17時〜22時：１時間5,200円
　　　　　　　　　　 ④48,000円
（入場料1,000円未満の場合）

BD-280

喜多方プラザ文化センター
＜大＞999席
＜小＞375席

966-0094喜多方市字押切2-1
電◯0241-24-4611
Ⓕ0241-24-4612

＜大＞①21,600円　②28,800円
　　　③34,560円　④84,960円
＜小＞① 7,200円　② 9,600円
　　　③11,520円　④28,320円

ⓈＤ
ⓎＣＦ，Ｇ5
Ⓚ

けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）
＜大＞1,998席（車椅子席6）
＜中＞ �800席（車椅子席6）

963-8878郡山市堤下町1-2
電◯024-934-2288
Ⓕ024-934-2326

� （1984年）

＜大＞①21,300円　② 42,100円
　　　③53,000円　④116,400円
＜中＞①10,600円　② 21,100円
　　　③26,400円　④ 58,100円

（税込）

Ⓢ×2
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ
Ⓑ

白河文化交流館コミネス
＜大ホール＞1,104席
＜小ホール＞ �321席

961-0075白河市会津町1-17
電◯0248-23-5300
Ⓕ0248-23-5315

＜大＞①27,000円　② 35,600円
　　　③44,200円　④106,800円
＜小＞① 9,700円　② 12,900円
　　　③16,200円　④ 38,800円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦＸ

須賀川市文化センター
＜大＞1,196席（身障者席4）
＜小＞ �400席（可動）
※2021.3.25まで工事休館

962-0054須賀川市牛袋町11
電◯0248-76-7777
Ⓕ0248-76-7739

＜大＞①12,000円　②16,000円
　　　③15,000円　④36,600円
＜小＞① 3,000円　② 4,000円
　　　③ 3,800円　④ 9,200円

Ⓢ
Ⓨ

相馬市民会館
922席（内車椅子席4）

976-0042相馬市中村字北町51-1
電◯0244-35-2426
Ⓕ0244-35-6923

　　　① 9,000円　②13,000円
　　　③16,000円　④33,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

棚倉町文化センター「倉美館」
606席（車椅子席2）

963-6123福島県東白川郡棚倉町
大字関口字一本松58
電◯0247-33-0111
Ⓕ0247-33-9611

　　　９時〜17時：１時間4,768円
　　　17時〜22時：１時間5,721円
　　　　　　　　　　 ④66,749円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

田村市文化センター
800席（内車椅子席14）

963-4312田村市船引町船引字南
元町29-2
電◯0247-82-5030
Ⓕ0247-82-5530� （1992年）

　　　①10,500円　②15,750円
　　　③21,000円　④47,250円

（税込）

Ⓨセミコン

https://www.yamagataterrsa.or.jp
http://aizu-bunka.jp/fugado/
http://iwaki-alios.jp
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（福島県・茨城県）

二本松市コンサートホール
206席

964-0911二本松市亀谷1-5-1
電◯0243-55-5154
Ⓕ0243-22-3147

　　　①5,230円　② 7,330円
　　　③8,380円　④17,810円

ⓎＣＦⅢ

福島県文化センター
（とうほう・みんなの文化セ
ンター）
＜大＞1,752席
＜小＞ �379席

960-8116福島市春日町5-54
電◯024-534-9191
Ⓕ024-536-1926

� （1970年）

＜大＞①28,900円　② 41,180円
　　　③57,680円　④121,380円
＜小＞① 8,310円　② 12,400円
　　　③16,500円　④ 35,350円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＳ

福島テルサ
＜FTホール＞
480席（内母子席7）

960-8101福島市上町4-25
電◯024-521-1500
Ⓕ024-523-4115� （1994年）

　　　①10,800円　②16,100円
　　　③21,400円　④45,800円

（税込）

ⓈＤ

ふくしん夢の音楽堂
（福島市音楽堂）
＜大＞1,002席
＜小＞ �200席

960-8117福島市入江町1-1
（公財）福島市振興公社
電◯024-531-6221
Ⓕ024-531-6257

� （1984年）

＜大＞①22,500円　②30,000円
　　　③36,800円　④84,800円
＜小＞① 5,500円　② 7,400円
　　　③ 9,000円　④20,800円

（税込）

ⓈD-274　ⓎＣＦ
ⓀGS-100
Ⓟマルクーセン社製
Ⓒノイペルト
▪ポジティフオルガン，
ティンパニー，バスドラム

南相馬市民文化会館
（ゆめはっと）
＜大＞1,109席
＜多目的＞�120席

975-0008南相馬市原町区本町2-
28-1
電◯0244-25-2761
Ⓕ0244-25-2764� （2004年）

＜大＞①25,500円　②34,000円
　　　③41,000円　④90,000円
＜多＞① 4,500円　② 6,000円
　　　③ 7,000円　④16,000円

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

三春交流館「まほら」
＜まほらホール＞404席

963-7759福島県田村郡三春町字
大町191
電◯0247-62-3837
Ⓕ0247-62-4727� （2004年）

　　　①②1時間当3,300円
　　　③1時間当4,200円
　　　④9時〜21時43,200円
　　　

ⓈD-274

　〔茨　城　県〕

小美玉市小川文化センター
（アピオス）
1,200席

311-3423小美玉市小川225
電◯0299-58-0921
Ⓕ0299-58-0923

　　　①13,300円　②19,600円
　　　③25,900円　④58,900円

ⓎＣＦ

小美玉市四季文化館
（みの〜れ）
＜森のホール＞600席
＜風のホール＞300席

319-0132小美玉市部室1069
電◯0299-48-4466
Ⓕ0299-48-4467

＜森＞①11,600円　②12,800円
　　　③14,700円　④35,200円
＜風＞① 3,900円　② 4,200円
　　　③ 4,800円　④11,100円

ⓈD-274
ⓎＣ7Ｘ-ＬＣ

鹿嶋勤労文化会館
754席

314-0031鹿嶋市大字宮中325-1
電◯0299-83-5911
Ⓕ0299-83-5913

　　　① 9,720円　②16,200円
　　　③21,600円　④47,520円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ400Ｂ

神栖市文化センター
1,026席

314-0121神栖市溝口4991-4
電◯0299-90-5511
Ⓕ0299-96-9198

　　　①12,710円　②21,180円
　　　③26,480円　④58,260円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

ギター文化館 ★
可動100〜200席

315-0124石岡市柴間431-35
電◯0299-46-2457
Ⓕ0299-46-2628

　　　10時〜12時　10,000円
　　　13時〜17時　20,000円
　　　10時〜17時　30,000円

ザ・ヒロサワ・シティ会館
＜大＞1,514席
＜小＞ �386席

310-0851水戸市千波町東久保697
電◯029-241-1166
Ⓕ029-244-4747

� （1966年）

＜大＞①28,210円　② 42,940円
　　　③55,200円　④126,350円
＜小＞① 6,370円　②  8,940円
　　　③10,180円　④ 25,490円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ3Ｘ，Ｓ6Ｂ

常陽藝文ホール
302席

310-0011水戸市三の丸1-5-18常陽
郷土会館内常陽藝文センター
電◯029-231-6611
Ⓕ029-224-8789� （1983年）

平日　９時〜12時：１時間11,000円
　　　12時〜21時：１時間13,200円
　　　　　　　　　　 ④132,000円

（税込）

ⒷM290

多賀市民プラザ
多賀市民会館
可動474席（内車椅子席3）

316-0013日立市千石町2-4-20
電◯0294-34-1727
Ⓕ0294-36-6369

　　　①6,170円　 ② 8,430円
　　　③8,430円　 ④23,030円

（税込）

ⓎＣＦ

高萩市文化会館
704席

318-0034高萩市大字高萩6
電◯0293-23-7411
Ⓕ0293-23-7414

　　　①11,370円　②18,960円
　　　③17,060円　④47,390円

ⓎＣＦ，セミコン

筑西市立生涯学習センター
（ペアーノ）
＜市民ホール＞503席
（親子席7，車椅子席2）

308-0111筑西市舟生1073-21
電◯0296-37-7803
Ⓕ0296-37-7649

1時間10,000円
（税込）

ⓎＣＦⅢ

http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/
http://www.f-shinkoukousha.or.jp
http://ibarakiken-bunkacenter.com
http://www.joyogeibun.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（茨城県）

つくば国際会議場
（エポカルつくば）
1,258席

305-0032つくば市竹園2-20-3
電◯029-861-0001
Ⓕ029-861-1209

　　　①118,590円　②158,190円
　　　③177,880円　④363,730円

ⓈD-274

土浦市民会館
※改修工事で休館中，
　2020.5.24再開予定

300-0052土浦市東真鍋町2-6
電◯029-822-8891
Ⓕ029-824-5505

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，Ｃ7

東海文化センター
798席

319-1115茨城県那珂郡東海村大
字船場768番地15
電◯029-282-8511
Ⓕ029-287-1488� （1977年）

　　　① 6,000円  ② 9,000円
　　　③11,000円　④23,000円

ⓎＣＦⅢＳ

取手市立取手市民会館
1,100席（車椅子席4）

302-0005取手市東1-1-5
電◯0297-73-3251
Ⓕ0297-72-5400

　　　① 9,600円　②14,400円
　　　③18,000円　④42,000円

ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

行方市文化会館
542席

311-1704行方市山田2175
電◯0291-35-2908
Ⓕ0291-35-3773� （1994年）

　　　① 8,700円　②11,200円
　　　③13,800円　④34,600円

（税込）

Pブリュートナー

ノバホール
＜大＞1,000席（内車椅子席4）
＜小＞��110席

305-0031つくば市吾妻1-10-1
つくばセンタービル内
電◯029-852-5881
Ⓕ029-855-2332

＜大＞①10,490円　②15,730円
　　　③19,950円　④41,960円
＜小＞① 2,160円　② 3,240円
　　　③ 4,100円　④ 8,640円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン
Ⓑフルコン
Bフルコン

坂東市総合文化ホール
（ベルフォーレ）
〈坂東市民音楽ホール〉
704席（車椅子席4）

306-0631坂東市岩井5082
電◯0297-36-1100
Ⓕ0297-36-1101

　　　①11,000円　②16,500円
　　　③22,000円　④49,500円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.290

常陸太田市民交流センター
（パルティホール）
＜大＞�1,004席
＜多目的＞�300席

313-0061常陸太田市中城町3210
電◯0294-73-1234
Ⓕ0294-73-1233

� （1988年）

＜大＞①17,600円　②27,500円
　　　③37,400円　④82,500円
＜多＞① 2,750円　② 4,400円
　　　③ 6,050円　④13,200円

（税込）

ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢ，Ｓ400Ｂ

常陸大宮市文化センター
（ロゼホール）
＜大＞1,010席（内車椅子席6）
＜小＞ �284席（可動84席）

319-2265常陸大宮市中富町3135-
6
電◯0295-53-7200
Ⓕ0295-53-7201

＜大＞①11,980円　②18,800円
　　　③26,170円　④56,970円
＜小＞① 2,630円　② 3,950円
　　　③ 5,710円　④12,200円

（税込）

ⓈD-275
ⓎＣ3，Ｓ6

日立市十王総合健康福祉セン
ター（ゆうゆう十王・Ｊホー
ル）
502席（車椅子席5，親子席8）

319-1304日立市十王町友部
2088-1
電◯0294-39-7111
Ⓕ0294-39-7788

　　　① 4,630円　② 6,170円
　　　③ 7,710円　④18,510円

（税込）

Ⓨフルコン
Ⓚセミコン

日立シビックセンター ★
＜音楽ホール＞825席
＜多用途ホール＞可動
約200席

317-0073日立市幸町1-21-1
電◯0294-24-7711
Ⓕ0294-24-7970

＜音＞最初の２時間7,880円
　　　以降１時間　3,940円
＜多＞最初の２時間3,160円
　　　以降１時間　1,580円
※平日のみ減額試行期間中（税込）

ⓈD-274　ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290
Ⓒアトリエフォン・ナー
ゲル社製

日立市民会館
1,309席

317-0063日立市若葉町1-5-8
電◯0294-22-6481
Ⓕ0294-22-6633

　　　① 9,720円　②15,120円
　　　③21,600円　④46,440円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

ひたちなか市文化会館
＜大＞1,350席
＜小＞ �399席

312-0056ひたちなか市青葉町1-1
電◯029-275-1122
Ⓕ029-275-1126

＜大＞①18,530円　②28,830円
　　　③40,160円　④87,520円
＜小＞① 4,120円　② 6,170円
　　　③ 9,270円　④19,560円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ7Ｘ

水戸芸術館
＜コンサートホールATM＞
620席
＜エントランスホール＞300
席

310-0063水戸市五軒町1-6-8
電◯029-227-8111
Ⓕ029-227-8110

� （1990年）

貸し館事業を行っていない

結城市民文化センター
（アクロス）
＜大＞�1,276席（車椅子席4）
＜小＞  363席

307-0052結城市中央町2-2
電◯0296-33-2001
Ⓕ0296-33-1811
� （1991年）

＜大＞①17,490円　②27,780円
　　　③39,090円　④79,200円
＜小＞① 3,090円　② 6,180円
　　　③ 8,230円　④17,490円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

http://www.epochal.or.jp
http://www.tokai-cs.or.jp
http://www.hitachiota-palty.jp
http://www.roze-hall.net/
https://www.arttowermito.or.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（茨城県・栃木県）

龍ヶ崎市文化会館 ★
＜大＞1,200席
（内車椅子席5）

301-0004龍ヶ崎市馴馬町2612
電◯0297-64-1411
Ⓕ0297-64-1415

　　　１時間　　　5,140円 ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

　〔栃　木　県〕

足利市民会館
1,452席

326-0801足利市有楽町837
電◯0284-41-2121
Ⓕ0284-41-2125� （1966年）

　　　①19,800円　②29,700円
　　　③37,400円　④73,700円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ3

足利市民プラザ
＜文化ホール＞826席

326-0823足利市朝倉町264
電◯0284-72-8511
Ⓕ0284-72-7278� （1982年）

　　　①14,300円　②19,800円
　　　③25,300円　④49,500円

（税込）

ⓎＣＦ
ⒷMod.290インペリアル

宇都宮市文化会館
＜大＞2,000席
＜小＞ �500席

320-8570宇都宮市明保野町7-66
電◯028-636-2121
Ⓕ028-635-3593

� （1980年）

＜大＞①33,530円　② 53,330円
　　　③69,300円　④156,160円
＜小＞①10,430円　② 16,500円
　　　③20,900円　④ 47,830円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ7
Ⓒフレミッシュフレンチ

大田原市総合文化会館
390席

324-0041大田原市本町1-3-3
電◯0287-22-4148
Ⓕ0287-23-8287

　　　① 5,300円　② 7,900円
　　　③10,600円　④21,200円

（税込）

Ⓨセミコン

小山市立文化センター
＜大＞1,012席
＜小＞ �450席

323-0023小山市中央町1-1-1
電◯0285-22-9552
Ⓕ0285-24-3021
� （1978年）

＜大＞①12,000円　②16,000円
　　　③20,000円　④40,000円
＜小＞① 4,000円　② 5,000円
　　　③ 6,000円　④13,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ6Ｌ

鹿沼市民文化センター
＜大＞1,302席
＜小＞ �395席

322-0069鹿沼市坂田山2-170
電◯0289-65-5581
Ⓕ0289-62-7837

＜大＞①12,000円　②18,000円
　　　③25,000円　④52,000円
＜小＞① 3,700円　② 5,500円
　　　③ 6,500円　④15,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｓ400Ｂ

佐野市文化会館
＜大＞1,216席
＜小＞ �306席

327-0831佐野市浅沼町508-5
電◯0283-24-7211
Ⓕ0283-24-8447

＜大＞①10,800円　②16,200円
　　　③21,600円　④43,200円
＜小＞① 3,240円　② 3,780円
　　　② 5,400円　④11,880円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ×2，Ｇ5Ｅ

栃木県総合文化センター
＜メインホール＞1,604席
＜サブホール＞　 �512席

320-8530宇都宮市本町1-8
電◯028-643-1000
Ⓕ028-643-1019

� （1991年）

＜メ＞①26,400円　② 49,280円
　　　③66,880円　④142,560円
＜サ＞①10,080円　② 18,880円
　　　③25,520円　④ 54,480円

（税込）

Ⓢ×2
ⓎＣＦⅢ×2
▪ポジティフオルガン

栃木市岩舟文化会館
（コスモスホール）
＜中＞704席
＜多目的＞220席（可動）

329-4307栃木市岩舟町静2303
電◯0282-55-7055
Ⓕ0282-55-7050
� （1994年）

＜中＞① 6,000円　② 9,000円
　　　③12,000円
＜多＞① 1,000円　② 1,500円
　　　③ 2,000円

Ⓢ
Ⓨ

栃木市大平文化会館
801席

329-4403栃木市大平町蔵井
2001-3
電◯0282-43-5232
Ⓕ0282-43-1302� （1988年）

　　　① 6,000円　②9,000円
　　　③12,000円

（税込）

ⒷMod.275
ⓎＣ7（ホワイエ）

栃木市栃木文化会館
＜大＞1,204席（車椅子席６）
＜小＞ �401席（車椅子席３）

328-0035栃木市旭町12-16
電◯0282-23-5678
Ⓕ0282-23-5099

� （1983年）

＜大＞①10,000円　②15,000円
　　　③20,000円
＜小＞① 3,000円　② 4,500円
　　　③ 6,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＦⅢ
ⒷMod.280
Ⓒ

那須塩原市黒磯文化会館
＜大＞1,456席
＜小＞ �404席

325-0026那須塩原市上厚崎490
電◯0287-63-3219
Ⓕ0287-63-3218
� （1982年）

＜大＞①17,000円　②24,000円
　　　③28,000円　④69,000円
＜小＞① 4,000円　② 5,000円
　　　③ 6,000円　④15,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ7Ｌ

那須塩原市三島ホール
485席

329-2751那須塩原市東三島6-337
電◯0287-36-8531
Ⓕ0287-36-8532� （1986年）

　　　① 6,000円　② 8,000円
　　　③10,000円　④24,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

那須野が原ハーモニーホール
＜大＞1,194席
＜小＞ �399席

324-0041大田原市本町1-2703-6
電◯0287-24-0880
Ⓕ0287-24-1611
� （1994年）

＜大＞①24,000円　②32,000円
　　　③40,000円　④96,000円
＜小＞①10,000円　②13,000円
　　　③16,000円　④39,000円

ⓈＤ-274×2
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟリーガー社製

http://shimin-kaikan.ashikaga-mbs.or.jp
http://shimin-plaza.ashikaga-mbs.or.jp
http://www.oyama-bunkacenter.jp/
https://www.nasu-hh.com/


全国都道府県別会館・ホール便覧（栃木県・群馬県）

西方音楽館
＜木洩れ陽ホール＞65席

322-0601栃木市西方町金崎342-1
電◯0282-92-2815
Ⓕ0282-92-2915

　　　１時間　　　4,000円
楽屋・待合室を含むコンサートパック
料金　30,000円

Ⓢ�ニューヨークスタイン
ウェイB

Ⓒフレミッシュ一段
▪�ヴァルターモデルフォ
ルテピアノ

日光市今市文化会館
1,066席

321-1262日光市平ケ崎160
電◯0288-22-6213
Ⓕ0288-22-5016

　　　①19,440円　②27,540円
　　　③32,400円　④72,900円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

野木町文化会館
（エニスホール）
＜大＞800席
（内母子席2，車椅子席2）
＜小＞最大280席（可動）

329-0101栃木県下都賀郡野木町
大字友沼181
電◯0280-57-2000
Ⓕ0280-57-2044
� （1995年）

＜大＞①10,480円　②16,770円
　　　③24,100円　④49,270円
＜小＞① 2,080円　② 4,180円
　　　③ 6,280円　④11,530円

ⓈD-274
ⒷMod.275
ⓎＣＦⅢＳ
▪和太鼓

益子町民会館
1,007席（車椅子席5）

321-4217栃木県芳賀郡益子町大
字益子3667-3
電◯0285-72-3101
Ⓕ0285-72-3110

　　　1時間当3,500円
　　　　　④35,000円

ⓎＣＦ

壬生中央公民館
（城址公園ホール）
＜大＞1,006席
＜中＞ �400席

321-0225栃木県下都賀郡壬生町
本丸1-8-33
電◯0282-82-0108
Ⓕ0282-82-0042

＜大＞①10,000円　②12,500円
　　　③15,000円
＜中＞① 3,300円　② 3,800円
　　　③ 4,400円

ⓈD-274
ⓎＣＦ

真岡市民会館
＜大＞1,109席
＜小＞ �300席

321-4305真岡市荒町1201
電◯0285-83-7731
Ⓕ0285-83-4070

＜大＞①10,300円　②15,450円
　　　③20,600円　④41,200円
＜小＞① 3,090円　② 4,120円
　　　③ 5,150円　④11,330円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6

矢板市文化会館
＜大＞1,112席
＜小＞ �400席

329-2165矢板市矢板103-1
電◯0287-43-2212
Ⓕ0287-43-2213
� （1981年）

＜大＞①12,000円　②17,000円
　　　③20,000円　④45,000円
＜小＞① 4,000円　② 5,000円
　　　③ 6,000円　④13,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

　〔群　馬　県〕

伊勢崎市境総合文化センター
（すいせんホール）
＜大＞�708席（車椅子席4）
＜小＞�可動204席

370-0104伊勢崎市境木島818
電◯0270-76-2222
Ⓕ0270-76-2277

� （1996年）

＜大＞①12,570円　②18,850円
　　　③25,140円　④50,910円
＜小＞① 3,140円　② 4,710円
　　　③ 6,280円　④12,720円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

伊勢崎市文化会館
＜大＞1,440席
＜小＞ �494席

372-0014伊勢崎市昭和町3918
電◯0270-23-6070
Ⓕ0270-23-6047

� （1981年）

＜大＞①21,120円　②31,680円
　　　③42,240円
＜小＞① 7,040円　②10,560円
　　　③14,080円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｂ-211
ⓎＣＦ，Ｃ5

大泉町文化むら
＜大＞808席
＜小＞可動288席

370-0514群馬県邑楽郡大泉町朝
日5-24-1
電◯0276-63-7733
Ⓕ0276-63-7747

＜大＞①12,600円　②16,800円
　　　③16,800円　④42,000円
＜小＞① 4,720円　② 6,300円
　　　③ 6,300円　④15,750円

（税込）

ⓈＤ-274
Ⓑインペリアル
Ⓒ

太田市新田文化会館
（エアリスホール）
998席（車椅子席4，親子席3）

370-0341太田市新田金井町607
電◯0276-57-2222
Ⓕ0276-57-2252� （1996年）

　　　①15,100円　②22,200円
　　　③29,100円　④66,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

太田市民会館
1,501席

373-0817太田市飯塚町200-1
電◯0276-57-8577
Ⓕ0276-55-8422� （2017年）

　　　①21,200円　②33,900円
　　　③42,400円　④97,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

笠懸野文化ホール
（PAL）
1,014席（身障者席3）

379-2311みどり市笠懸町阿左美
1579-1
電◯0277-77-1212
Ⓕ0277-77-1213

　　　①15,710円　②23,040円
　　　③31,420円　④63,170円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ｅ

桐生市市民文化会館
＜シルクホール＞1,517席
（車椅子席10，親子席6）
＜小＞276席

376-0024桐生市織姫町2-5
電◯0277-40-1500
Ⓕ0277-46-1126

＜シ＞①11,730円　②17,600円
　　　③23,480円　④52,810円
＜小＞① 3,550円　② 5,290円
　　　③ 7,070円　④15,910円

（税込）

ⓈＤ535768，Ｄ535755
ⒷＭod.200
ⓎＣＦ
▪ドラムセット，和太鼓

https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/yaita-bunkakaikan
http://www8.wind.jp/ibun/
http://www.airys.net


全国都道府県別会館・ホール便覧（群馬県）

桐生市立中央公民館
＜市民ホール＞490席

376-0022桐生市稲荷町1番地の4
電◯0277-47-4343
Ⓕ0277-47-4344

　　　① 5,400円　② 8,100円
　　　③10,800円　④21,600円

（税込）

ⓎＣＦ
ⓀＥＸ

草津音楽の森国際コンサート
ホール
608席

377-1711群馬県吾妻郡草津町大
字草津字白根国有林154林班内
電◯0279-88-8686
Ⓕ0279-88-0002

　　　①21,000円　②28,000円
　　　③36,000円　④72,000円

ⒷＭod.290
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓟピンキー・オルガン工
房製OPUS424

群馬音楽センター
1,932席

370-0829高崎市高松町28-2
電◯027-322-4527
Ⓕ027-322-4987� （1961年）

　　　①18,600円　②27,300円
　　　③37,400円　④83,300円

（税込）

ⓈＤ-274　ⒷＭod.290
ⓎＣＦ

群馬会館
410席（内車椅子席4）

371-0026前橋市大手町2-1-1
電◯027-226-4850
Ⓕ027-243-5099

　　　① 7,080円　②11,700円
　　　③16,200円　④33,100円

（税込）

Ⓢフルコン

渋川市民会館
＜大＞1,234席
＜小＞�400席

377-0008渋川市渋川2795
電◯0279-24-2261
Ⓕ0279-24-4159

＜大＞①13,200円　②20,400円
　　　③27,600円　④61,200円
＜小＞① 5,400円　② 8,400円
　　　③10,800円　④24,600円

Ⓨフルコン
Ⓚフルコン，セミコン

高崎芸術劇場
＜大劇場＞2,027席
＜音楽ホール＞412席
※2019年9月20日オープン

370-0841高崎市栄町9-1
電◯027-321-7300
Ⓕ027-321-7305

� （2019年）

＜大＞①49,800円　② 68,800円
　　　③78,900円　④197,500円
＜音＞①10,000円　②14,000円
　　　③16,000円　④40,000円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦＸ×2
Ⓑ290インペリアル

高崎シティギャラリーホール
＜コアホール＞324席

370-0829高崎市高松町35-1
電◯027-328-5050
Ⓕ027-328-3191

　　　① 5,020円　② 6,800円
　　　③ 8,480円　④20,300円

ⒷＭod.290

高崎市榛名文化会館
（エコール）
＜大＞505席（車椅子席2）
＜小＞可動200席

370-3345高崎市上里見町1072-1
電◯027-374-5001
Ⓕ027-374-4411

� （1995年）

＜大＞① 7,330円　②14,600円
　　　③18,800円　④40,730円
＜小＞① 2,300円　② 3,770円
　　　③ 6,070円　④12,140円

（税込）

ⓎＳ400Ｅ
ⒷＭod.290

高崎市文化会館
701席

370-0065高崎市末広町23-1
電◯027-325-0681
Ⓕ027-325-0937

　　　①10,800円　②16,100円
　　　③21,600円　④48,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓒ

館林市三の丸芸術ホール
512席（内身障者席3）
※2020.6月〜2021.3月改修工
事で使用不可

374-0018館林市城町1-2
電◯Ⓕ0276-75-3030

� （1986年）

お問い合わせください ⓎＣＦⅢ

館林市文化会館
1,070席（内身障者席4）

374-0018館林市城町3-1
電◯0276-74-4111
Ⓕ0276-74-4113� （1974年）

お問い合わせください Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

玉村町文化センター
（にしきのホール）
＜大＞914席
＜小＞264席

370-1105群馬県佐波郡玉村町大
字福島325
電◯0270-65-1110
Ⓕ0270-65-5200
� （1993年）

＜大＞①21,400円　②32,000円
　　　③42,700円　④96,000円
＜小＞① 4,280円　② 6,420円
　　　③ 8,560円　④19,300円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

利根沼田文化会館
＜大＞965席（内可動3席）
＜小＞294席（内固定138席）

378-0051沼田市上原町1801-2
電◯0278-24-2935
Ⓕ0278-60-1633
� （1975年）

＜大＞①16,200円　②21,600円
　　　③27,000円　④64,800円
＜小＞① 7,920円　②10,560円
　　　③13,200円　④31,680円

ⓎＣＦ

富岡市かぶら文化ホール
1,100席

370-2345富岡市上黒岩1674-1
群馬県立自然史博物館内
電◯0274-60-1230
Ⓕ0274-60-1231� （1996年）

　　　①21,600円　②32,600円
　　　③43,500円　④97,700円
（入場料500円以下の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

藤岡市みかぼみらい館
＜大＞1,092席
（内親子席4，車椅子席4）
＜小＞�406席
（内車椅子席2）

375-0024藤岡市藤岡2728
電◯0274-22-5511
Ⓕ0274-22-5510

＜大＞①21,300円　②32,100円
　　　③42,800円　④96,200円
＜小＞① 9,120円　②13,600円
　　　③18,200円　④40,920円
（入場料500円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6
▪ティンパニ，マリンバ，
和太鼓ほか

http://takasaki-foundation.or.jp/theatre/
http://www.oze.or.jp/~kaikan/


全国都道府県別会館・ホール便覧（群馬県・埼玉県）

ベイシア文化ホール
＜大＞�1,994席（車椅子席3）
＜小＞ �499席
※2020.7.1より約1年半
　改修工事で休館予定

371-0017前橋市日吉町1-10-1
電◯027-232-1111
Ⓕ027-232-1115

� （1971年）

＜大＞①30,300円　② 52,200円
　　　③72,800円　④145,700円
＜小＞① 9,700円　② 17,500円
　　　③24,800円　④ 43,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ
ⓀＲＸ-3Ｇ，Ｇ-5

前橋市民文化会館
＜大＞1,200席
＜小＞ �600席

371-0805前橋市南町3-62-1
電◯027-221-4321
Ⓕ027-221-4319

＜大＞①22,600円　② 35,200円
　　　③45,300円　④103,100円
＜小＞①11,300円　② 17,600円
　　　③22,600円　④ 51,500円

Ⓢフルコン，セミコン

前橋テルサ
＜ホール＞固定496席

371-0022前橋市千代田町2-5-1
電◯027-231-3211
Ⓕ027-231-3955

　　　①10,780円　②20,130円
　　　③21,450円　④46,090円

（税込）

ⓈＣ-227

吉岡町文化センター
508席（車椅子席4）

370-3692群馬県北群馬郡吉岡町
大字下野田472
電◯0279-54-1161
Ⓕ0279-54-8448� （1996年）

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③12,000円　④33,000円

（税込）

Ⓢ
Ⓚ

　〔埼　玉　県〕

入間市市民会館
1,086席

358-0003入間市豊岡3-10-10
電◯04-2964-2411
Ⓕ04-2965-7667� （1973年）

　　　①12,000円　②20,000円
　　　③28,000円　④54,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

ウェスタ川越
＜大＞1,712席
＜リハーサル室＞300席

350-1124川越市新宿町1-17-17
電◯049-249-3777
Ⓕ049-249-1180

＜大＞①58,800円　② 78,400円
　　　③78,400円　④215,600円
＜リ＞① 8,500円　② 11,400円
　　　③11,400円　④ 31,300円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

小川町民会館
（リリックおがわ）
604席

355-0328埼玉県比企郡小川町大
字大塚55
電◯0493-73-2711
Ⓕ0493-74-5737� （1982年）

　　　① 8,000円　②12,000円
　　　③16,000円　④32,400円

ⓎＣ7

春日部市庄和市民センター
正風館
502席

344-0116春日部市大衾307-1
電◯048-746-6666
Ⓕ048-746-6669

　　　①10,800円　②12,400円
　　　③12,400円　④35,600円
（市外の場合は２倍）

ⓎＣＦ

春日部市民文化会館
＜大＞1,500席
＜小＞ �401席

344-0062春日部市粕壁東2-8-61
電◯048-761-5811
Ⓕ048-761-5813

＜大＞①36,000円　② 65,000円
　　　③77,000円　④166,000円
＜小＞①11,000円　② 18,000円
　　　③22,000円　④ 46,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ×2

加須市文化・学習センター
（パストラルかぞ）
＜大＞1,005席
＜小＞ �300席

347-0006加須市上三俣2255
電◯0480-62-1221
Ⓕ0480-62-2221
� （1994年）

＜大＞①19,000円　②30,000円
　　　③38,000円　④75,000円
＜小＞① 5,000円　② 8,000円
　　　③10,000円　④20,000円

ⓎＣＦⅢＳ
ⓈＤ-274

川口総合文化センターリリア
＜メインホール＞2,002席
＜音楽ホール＞　 �600席

332-0015川口市川口3-1-1
電◯048-258-2000
Ⓕ048-258-2100
� （1990年）

＜メ＞① 66,200円　②116,400円
　　　③149,500円　④278,700円
＜音＞① 26,600円　② 48,000円
　　　③ 61,900円　④115,300円

Ⓢ×2
Ⓨ
Ⓑ　Ⓚ
Ⓟ

川越市やまぶき会館
508席

350-0053川越市郭町1-18-1
電◯049-222-4678
Ⓕ049-223-0313

　　　① 8,200円　②14,800円
　　　③19,700円　④42,700円

ⓎＣ7Ｅ
ⓀＧＳ-100

北本市文化センター内中央公
民館
726席

364-0033北本市本町1-2-1
電◯048-591-7321
Ⓕ048-591-7320

　　　① 8,000円　②12,000円
　　　③16,000円　④36,000円

ⓈＤ-542634

行田市産業文化会館
（ベルプラス）
1,027席

361-0052行田市本丸2-20
電◯048-556-6371
Ⓕ048-556-6372� （1970年）

　　　①24,000円　②33,600円
　　　③40,300円　④78,200円
（入場料2,000円未満の場合・税込）

ⓎＣＦ

久喜市栗橋文化会館
（イリス）
476席

349-1121久喜市伊坂1557
電◯0480-52-3221
Ⓕ0480-52-3224

　　　①10,000円　②15,000円
　　　③20,000円　④42,000円

ⓈＤ-274

久喜総合文化会館
＜大＞1,218席（内車椅子席4）
＜小＞308席（内車椅子席4）

346-0022久喜市下早見140
電◯0480-21-1799
Ⓕ0480-23-6488

� （1987年）

＜大＞①23,000円　② 41,000円
　　　③53,000円　④106,000円
＜小＞① 7,000円　② 12,000円
　　　③15,000円　④ 31,000円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ

http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/
http://iruma.or.jp
http://www.lyric.or.jp
http://www.ikiiki-zaidan.or.jp/sangyou/
https://www.kuki-bunka.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（埼玉県）

熊谷市立文化センター文化会
館
500席

360-0036熊谷市桜木町2-33-2
電◯048-525-4553
Ⓕ048-525-4554� （1981年）

　　　① 8,380円　②13,620円
　　　③16,760円　④38,760円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

熊谷文化創造館
（さくらめいと）
＜太陽のホール＞1,000席
＜月のホール＞�250席

360-0846熊谷市拾六間111-1
電◯048-532-0002
Ⓕ048-532-0022

� （1998年）

＜太＞①20,950円　②31,430円
　　　③41,900円　④84,860円
＜月＞① 3,140円　② 6,290円
　　　③ 9,430円　④16,970円
（入場料2,000円以下の場合）

ⓈＤ-274×2
ⒷMod.�225

鴻巣市文化センター
（クレアこうのす）
＜大＞1,122席（最大1,288席）
＜小＞306席

365-0032鴻巣市中央29-1
電◯048-540-0540
Ⓕ048-543-0640

＜大＞①20,000円　②28,000円
　　　③32,000円　④73,000円
＜小＞① 4,800円　② 6,700円
　　　③ 7,600円　④17,200円

ⓈＤ-274　ⓎＣＦⅢＳ×2
Ⓒ

越谷コミュニティセンター
（サンシティホール）
＜大＞1,675席
＜小＞ �490席

343-0845越谷市南越谷1-2876-1
電◯048-985-1111
Ⓕ048-985-1119

＜大＞①46,000円　② 80,000円
　　　③90,000円　④200,000円
＜小＞①15,000円　② 24,000円
　　　③25,000円　④ 57,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ×2，ＣＳⅡ

埼玉会館
＜大＞1,315席
＜小＞ �504席

330-8518さいたま市浦和区高砂
3-1-4
電◯048-829-2471
Ⓕ048-829-2477
� （1966年）

＜大＞①34,100円　② 68,300円
　　　③88,800円　④159,400円
＜小＞①11,400円　② 22,800円
　　　③29,700円　④ 53,500円

（税込）

ⓈＤ-274×2，C-227
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7

埼玉県県民活動総合センター
401席（最大）

362-0812埼玉県北足立郡伊奈町
内宿台6-26
電◯048-728-7111
Ⓕ048-728-7130� （1990年）

　　　 ① 8,800円　②14,600円
　　　 ③14,600円　④32,300円

ⓈハンブルグＣ型

埼玉県産業文化センター
（大宮ソニックシティホール）
＜大＞2,505席
＜小＞ �496席

330-8669さいたま市大宮区桜木
町1-7-2
電◯048-647-4111
Ⓕ048-647-4159� （1988年）

＜大＞①162,000円　②291,500円
　　　③341,100円　④648,200円
＜小＞① 31,200円　② 62,700円
　　　③ 78,500円　④147,400円

ⓈＤ-274×2　ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢ，Ｓ400Ｂ

さいたま市文化センター
＜大・さくら草ホール＞
2,006席
＜小・しらさぎホール＞
�340席

336-0024さいたま市南区根岸1-7-
1
電◯048-866-3171
Ⓕ048-837-2572
� （1985年）

＜大＞①35,300円　② 70,600円
　　　③80,470円　④168,240円
＜小＞① 9,460円　② 18,850円
　　　③21,530円　④ 45,040円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦ×2
Ⓒ
Ⓟ

さいたま市宮原コミュニティ
センター
312席

331-0811さいたま市北区吉野町
2-195-1
電◯048-653-8558
Ⓕ048-653-8541

　　　①4,200円　② 5,500円
　　　③7,230円　④16,560円

ⓎＣ7Ｌ

さいたま市民会館うらわ
478席

330-0062さいたま市浦和区仲町
2-10-22
電◯048-822-7101
Ⓕ048-822-7106� （1971年）

　　　① 5,720円　②14,600円
　　　③13,740円　④28,600円

ⓎＳ6Ａ

さいたま市民会館おおみや
＜大＞1,370席
＜小＞ �274席

330-0844さいたま市大宮区下町
3-47-8
電◯048-641-6131
Ⓕ048-641-6133

＜大＞①18,300円　②35,170円
　　　③38,960円　④88,610円
＜小＞① 5,300円　②11,410円
　　　③11,240円　④26,490円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7

彩の国さいたま芸術劇場
＜大＞776席
＜小＞266〜346席
＜音楽ホール＞604席

338-8506さいたま市中央区上峰
3-15-1（公財）埼玉県芸術文化
振興財団
電◯048-858-5500
Ⓕ048-858-5515

＜大＞①29,600円　② 53,800円
　　　③69,900円　④134,600円
＜小＞① 9,290円　② 16,900円
　　　③21,900円　④ 42,200円
＜音＞①19,500円　② 35,600円
　　　③46,300円　④ 89,200円

ⓎＣＦⅢＳ×2
ⓈＤ-274×3

坂戸市文化会館（ふれあ）
1,088席

350-0228坂戸市元町17-1
電◯049-282-0100
Ⓕ049-282-0101

　　　①26,200円　②36,700円
　　　③44,100円　④85,500円
（入場料2,000円未満の場合）

ⓎＣＦ

狭山市市民会館 ★
＜大＞1,398席
＜中＞878席
＜小＞�364席

350-1305狭山市入間川2-33-1
電◯04-2953-9101
Ⓕ04-2954-8673

＜大＞①17,000円　②30,000円
　　　③40,000円　④85,000円
＜中＞①11,000円　②21,000円
　　　③28,000円　④59,000円
＜小＞① 7,000円　②13,000円
　　　③18,000円　④37,000円

ⓎNEWＣＦⅢＳ×2
ⓎＣＦⅢＳ

http://www.city.kumagaya.lg.jp/
http://www.sakuramate.jp/
https://clea-konosu.com
https://www.saf.or.jp/saitama/
http://www.kenkatsu.or.jp/
https://sonic-city.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（埼玉県）

志木市民会館
（パルシティ）
788席

353-0004志木市本町1-11-50
電◯048-474-3030
Ⓕ048-476-2526� （1978年）

　　　①12,570円　②20,950円
　　　③30,380円　④60,760円

（税込）

ⓎＣＦ

草加市文化会館
1,198席（内車椅子席３）

340-0013草加市松江1-1-5
電◯048-931-9325
Ⓕ048-936-4690� （1972年）

　　　①26,200円　②36,700円
　　　③44,100円　④85,500円

（税込）

ⓈＤ-274

秩父市歴史文化伝承館
＜ホール＞314席
（固定240席，移動74席）

368-8686秩父市熊木町8-15
電◯0494-22-0420
Ⓕ0494-24-0430

　　　①5,230円　② 6,810円
　　　③7,850円　④19,890円

（税込）

ⓎＣ7Ｌ

秩父ミューズパーク
＜音楽堂＞600席
＜野外ステージ＞5,000人

368-0055秩父市田村1377
電◯0494-25-1000
Ⓕ0494-25-0211

＜音＞①11,000円　②20,000円
　　　③26,000円　④57,000円
＜野＞① 9,000円　②12,000円
　　　③16,000円　④37,000円

（税込）

ⓈＤ-517774
ⓎＣＦⅢ

ときがわ町文化センター
（アスピアたまがわ）
304席

355-0395埼玉県比企郡ときがわ
町玉川2510
電◯0493-65-4858
Ⓕ0493-65-4894

　　　① 8,000円　②11,000円
　　　③14,000円　④27,000円

（税込）

ⒷMod.275

所沢市民文化センター
ミューズ
＜アークホール＞2,002席
＜マーキーホール＞798席
＜キューブホール＞318席

359-0042所沢市並木1-9-1
電◯04-2998-6311（総務課）
電◯04-2998-6500（事業課）
電◯04-2998-6000（施設予約受付）
Ⓕ04-2998-6566

� （1993年）

＜ア＞① 98,750円　②148,250円
　　　③198,275円　④445,275円
＜マ＞① 46,625円　② 70,200円
　　　③ 93,500円　④210,325円
＜キ＞① 18,075円　② 27,500円
　　　③ 36,425円　④ 82,000円
（入場料3,001円〜5,000円の場合・税
込）

Ⓟリーガー社製75ストッ
プ
ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢＳ×2，ＣＦⅢ

所沢市立松井公民館
234席（固定）

359-0025所沢市上安松1286-1
電◯04-2994-1222
Ⓕ04-2994-1237

　　　①2,200円　②2,200円
　　　③2,200円　④6,600円

（税込）

ⓎＧ-ⅢＥ

戸田市文化会館
1,210席（内車椅子席6）
※2020年2月〜2021年1月上
旬，改修工事で利用不可

335-0022戸田市上戸田4-8-1
電◯048-445-1311
Ⓕ048-445-1310
� （1981年）

　　　①26,400円　② 39,600円
　　　③66,000円　④118,800円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

新座市民会館
＜大＞906席
＜中＞349席

352-0011新座市野火止1-1-2
電◯048-481-1111
Ⓕ048-481-1114

＜大＞①20,570円　② 41,140円
　　　③51,430円　④102,860円
＜中＞① 8,230円　②14,400円
　　　③19,540円　④40,110円

ⓎＣＦ

バッハアカデミーザール
50席（可動）

330-0805さいたま市大宮区寿能
町2-210-2
電◯048-647-2601
Ⓕ048-644-7573

　　　①6,000円　② 6,000円
　　　③6,000円

Ⓟ
Ⓒ
Ⓨ　Ⓓ
▪クラヴィコード

羽生市産業文化ホール
＜大＞1,282席＋車椅子席4＋
親子室8席
＜小＞396席＋車椅子席4

348-0026羽生市大字下羽生876
電◯048-561-4911
Ⓕ048-561-4913
� （1984年）

＜大＞①19,000円　②29,000円
　　　③38,000円　④86,000円
＜小＞① 5,000円　② 8,000円
　　　③11,000円　④24,000円

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ，Ｇ3Ｅ

飯能市市民会館
＜大＞1,102席
＜小＞�302席

357-0063飯能市大字飯能226-2
電◯042-972-3000
Ⓕ042-972-3007
� （1984年）

＜大＞①20,000円　②30,000円
　　　③40,000円　④80,000円
＜小＞① 7,000円　②11,000円
　　　③13,000円　④29,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

東松山市民文化センター
1,200席

355-0024東松山市六軒町5-2
電◯0493-24-2011
Ⓕ0493-24-2012� （1976年）

　　　①26,200円　②36,700円
　　　③44,100円　④a85,500円
（入場料2,000円未満の場合・税込）

ⓈＤ-274　Ｏ-180

響の森桶川市民ホール
700席（内親子席10）

363-0022桶川市若宮1-5-9
電◯048-789-1113
Ⓕ048-786-0061

　　　①18,700円　②26,200円
　　　③30,000円　④67,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

深谷市花園文化会館アドニス
711席
（車椅子席3，母子室2席）

369-1246深谷市小前田2966
電◯048-584-6125
Ⓕ048-584-6128� （1992年）

　　　①20,000円　②25,000円
　　　③35,000円　④65,000円

ⓎＣＦⅢ

https://soka-bunka.jp
http://matsuiclassic.jimbo.com/
http://www.todacity-culturehall.jp
http://hanyu-bunka.jp
https://www.city.hanno.lg.jp/hall/city
http://theater.pac.or.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（埼玉県・千葉県）

富士見市民文化会館
キラリ☆ふじみ
＜メインホール＞802席
＜マルチホール＞可動255席
※改修工事2020.4.1〜8.21

354-0021富士見市大字鶴馬1803-
1
電◯049-268-7788
Ⓕ049-268-7780
� （2002年）

＜メ＞①17,000円　②22,600円
　　　③28,200円　④64,400円
＜マ＞① 5,400円　② 7,200円
　　　③ 9,000円　④20,500円

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

プラザイーストホール
402席（内車椅子席7）

336-0932さいたま市緑区中尾
1440-8
電◯048-875-9933
Ⓕ048-875-9960

　　　① 8,480円　②17,070円
　　　③17,070円　④36,200円

Ⓑ275

プラザウエストさくらホール
402席（内車椅子席9）

338-0835さいたま市桜区道場4-3-
1
電◯048-858-9080
Ⓕ048-858-9020

　　　① 8,960円　②18,040円
　　　③18,040円　④38,170円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

ホール・エッグファーム
130席

369-0212深谷市櫛挽140-1
電◯048-585-6685
Ⓕ048-585-6687

　　　①20,000円　②20,000円
　　　③20,000円　④50,000円
（原則として貸出しはしないが，スタ
ジオとして貸出す場合有）

ⓈＣＦⅢ

本庄市民文化会館
1,200席

367-0031本庄市北堀1422-3
電◯0495-24-2841
Ⓕ0495-24-2842� （1981年）

　　　①27,000円　②37,800円
　　　③45,500円　④88,200円
（市内利用者で入場料2,000円未満）

ⓎＣＦ

松伏町中央公民館
（田園ホール・エローラ）
525席

343-0114埼玉県北葛飾郡松伏町
ゆめみ野東3-14-6
電◯048-992-1321，1001
Ⓕ048-992-1323� （1989年）

� 1時間  5,000円
� 　④60,000円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290インペリアル
ⓎＣＦ5

三郷市文化会館
＜大＞1,292席
　（車椅子席8，親子席6）
＜小＞�392席（車椅子席2）

341-0018三郷市早稲田5-4-1
電◯048-957-2511
Ⓕ048-957-2513

� （1984年）

＜大＞①30,000円　② 54,000円
　　　③66,000円　④132,000円
＜小＞① 9,600円　② 16,800円
　　　③20,400円　④ 42,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

三芳町文化会館
（コピスみよし）
497席

354-0041埼玉県入間郡三芳町藤
久保1100-1
電◯049-259-3211
Ⓕ049-259-3244� （2002年）

　　　①11,310円　②15,810円
　　　③18,010円　④42,950円

（税込）

ⓈＤ-274

八潮市民文化会館
（八潮メセナ）
544席（車椅子席8）

340-0816八潮市中央1-10-1
電◯048-998-2500
Ⓕ048-998-2463� （1990年）

　　　①12,000円　②17,000円
　　　③22,000円　④45,000円

（税込）

ⓈＤ-274

吉見町民会館
（フレサよしみ）
＜大＞582席
（車椅子席3，親子鑑賞室2）
＜小＞150席（可動）

355-0119埼玉県比企郡吉見町大
字中新井508
電◯0493-53-1331
Ⓕ0493-54-8733

＜大＞①11,600円　②15,000円
　　　③17,400円　④40,600円
＜小＞① 3,300円　② 4,200円
　　　③ 4,900円　④11,500円
（入場料2,000円以下の場合・税込）

ⓎＣＦⅢＳＡ

和光市民文化センター
（サンアゼリア）
＜大＞1,286席
＜小＞�300席

351-0192和光市広沢1-5
電◯048-468-7771
Ⓕ048-468-7775

＜大＞①41,140円　② 62,120円
　　　③62,120円　④165,380円
＜小＞① 8,940円　② 14,390円
　　　③14,390円　④ 37,720円

Ⓢフルコン×2
Ⓑフルコン
ⓎＣＦⅢ，セミコン

蕨市民会館
（コンクレレホール）
706席

335-0004蕨市中央4-21-29
電◯Ⓕ048-445-7660
� （1974年）

　　　① 9,950円　②19,900円
　　　③29,850円　④53,420円

（税込）

ⓎＣＦⅡ，Ｇ2Ｅ

　〔千　葉　県〕

青葉の森公園芸術文化ホール
877席

260-0852千葉市中央区青葉町
977-1
電◯043-266-3511
Ⓕ043-266-1660

　　　①17,020円　②34,740円
　　　③44,420円　④90,200円
� （税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ

アミュゼ柏
＜クリスタルホール＞400席

277-0005柏市柏6-2-22
電◯04-7164-4552
Ⓕ04-7164-4572� （1998年）

　　　①12,570円　②20,950円
　　　③25,150円　④52,380円
（入場料1,000円未満の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.275

いすみ市岬ふれあい会館
文化センター
853席（内車椅子席4）

299-4621いすみ市岬町東中滝
720-1
電◯0470-87-8785
Ⓕ0470-80-3020

1時間13,480円
（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/matsubushi/ellora.html
https://www.misato-hall.com/bunka
http://miyoshi-culture.jp/coppice/
http://warabi-fmpc.or.jp/wch/
https://www.aobageibun.com
http://amuserkashiwa.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（千葉県）

市川市文化会館
＜大＞1,945席
＜小＞�448席
※2020.10月〜2022.3月
　改修工事で休館

272-0025市川市大和田1-1-5
電◯047-379-5111
Ⓕ047-370-0180

� （1985年）

＜大＞① 53,130円　② 93,280円
　　　③120,120円　④239,860円
＜小＞① 12,540円　② 22,000円
　　　③ 28,100円　④ 56,370円
� （税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン×2，セミコ
ン×2
Ⓑフルコン
Ⓒ東海楽器製（大・小共用）
▪青山ハープ製ハープ

市原市市民会館
＜大＞1,527席
＜小＞�491席

290-0023市原市惣社1-1-1
電◯0436-22-7111
Ⓕ0436-22-7116
� （1974年）

＜大＞①15,120円　②27,000円
　　　③34,560円　④76,680円
＜小＞① 5,400円　② 9,720円
　　　③11,880円　④27,000円

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦⅢ

印西市文化ホール
522席

270-1327印西市大森2535
電◯0476-42-8811
Ⓕ0476-42-8699

　　　①15,400円　②22,000円
　　　③22,000円　④52,800円

ⓈＤ-274
Ⓑ275
▪

浦安市文化会館
＜大＞固定1,192席（可動98席，
車椅子席8，親子席6）
＜小＞�403席（車椅子席2）

279-0004浦安市猫実1-1-2
電◯047-353-1121
Ⓕ047-350-5322

＜大＞①16,200円　②32,400円
　　　③40,490円　④81,000円
＜小＞① 5,650円　②11,330円
　　　③14,250円　④28,510円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

柏市民文化会館
＜大＞1,338席
＜小＞�300席

277-0004柏市柏下107
電◯04-7164-9141
Ⓕ04-7163-4274

＜大＞①11,880円　②20,520円
　　　③27,000円　④54,000円
＜小＞① 3,240円　② 5,400円
　　　③ 7,340円　④14,690円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

かずさアカデミアホール
＜メインホール＞700席

292-0818木更津市かずさ鎌足
2-3-9
電◯0438-20-5555
Ⓕ0438-20-5139
� （1997年）

基本料金（最初の3Ｈ）　52,920円
延長料金（1Ｈあたり）
　　　　　 9〜21時　　13,200円
　　　　　21〜 9時　　15,830円
（入場料3,000円未満の場合・税込）

ⓎＣＦⅢＳ×2

木更津市民会館
＜大＞1,134席
＜中＞�500席

292-0833木更津市貝淵2-13-40
電◯0438-22-4184
Ⓕ0438-22-4186

＜大＞① 8,000円　②16,000円
　　　③21,000円　④42,000円

Ⓨフルコン，ＣＦ3，
ＧＣ7

君津市民文化ホール
＜大＞1,200席（内車椅子席4）
＜中＞��502席（内車椅子席4）

299-1172君津市三直622
電◯0439-55-3300
Ⓕ0439-55-3301

� （1990年）

＜大＞①12,100円　②22,000円
　　　③28,600円　④56,100円
＜中＞① 7,700円　②14,300円
　　　③18,700円　④36,300円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ
P松本ピアノ

行徳文化ホールI & I
639席

272-0121市川市末広1-1-48
電◯047-701-3011
� （2004年）

　　　①21,120円　②37,400円
　　　③48,120円　④95,970円

（税込）

ⓈＤ-274

欅のホール
固定330席（車椅子席2）

278-0035野田市中野台168-1
電◯04-7123-7819
Ⓕ04-7123-0029

　　　① 7,520円　②12,540円
　　　③15,060円　④31,360円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

佐倉市民音楽ホール
667席

285-0837佐倉市王子台1-16
電◯043-461-6221
Ⓕ043-461-1311� （1984年）

　　　①21,660円　②28,880円
　　　③25,270円　④75,810円

（税込）

ⓈＤ　ⒷMod.275
ⓎＣＦ，Ｇ3Ｅ

山武市成東文化会館
のぎくプラザ
368席
（内車椅子席10，母子席8）

289-1324山武市殿台290-1
電◯0475-82-5222
Ⓕ0475-82-7171

　　　①5,400円　② 7,560円
　　　③9,720円　④20,520円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7

さんぶの森文化ホール
357席

289-1223山武市埴谷1904-5
電◯0475-80-9700
Ⓕ0475-80-9102

　　　① 4,730円　② 6,830円
　　　③ 8,930円　④18,900円

Ⓢフルコン

芝山文化センター ★
802席

289-1624千葉県山武郡芝山町小
池973
電◯0479-77-1861
Ⓕ0479-77-1950

　　　①13,000円　②23,000円
　　　③30,000円　④61,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

白井市文化会館
＜大＞802席
＜小＞可動300席

270-1422白井市復1148-8
電◯047-492-1121
Ⓕ047-492-8041
� （1994年）

＜大＞①24,750円　②34,650円
　　　③34,650円　④84,640円
＜中＞① 5,770円　② 8,080円
　　　③ 8,080円　④19,630円

ⓈＤ-274　ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.225
▪ティンパニ，マリンバ，
コントラバスほか

https://www.tekona.net/bunkakaikan/
https://ichiharahall.or.jp
http://www.city.inzai.lg.jp/
http://kap.co.jp/hall/
http://www.kimibun.jp/
https://www.tekona.net/gyotoku/
http://www.keyakinohall.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（千葉県）

聖徳大学
川並香順記念講堂1,406席
奏楽堂184席
香順メディアホール182席

271-8555松戸市岩瀬550
聖徳大学内
電◯047-365-1111
Ⓕ047-363-1401

一般への貸し出しをしておりません。 Ⓟフレントロープ社製56
ストップ
ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ
ⓀＳＫ-6　ⒷMod.�290

千葉県東総文化会館
＜大＞900席
＜小＞302席

289-2521旭市ハの666
電◯0479-64-2001
Ⓕ0479-64-2004

＜大＞①14,340円　②20,820円
　　　③26,120円　④55,280円
＜小＞① 5,170円　② 7,660円
　　　③ 9,720円　④20,070円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓑフルコン
Ⓨフルコン

千葉県南総文化ホール
＜大＞1,200席（内車椅子席6）
＜小＞ 300席（内車椅子席2）

294-0045館山市北条740-1
電◯0470-22-1811
Ⓕ0470-22-1834

� （1997年）

＜大＞①19,560円　②28,360円
　　　③35,400円　④75,100円
＜小＞① 5,260円　② 7,800円
　　　③ 9,900円　④20,320円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

千葉県文化会館
＜大＞1,790席
（内車椅子用３席）
＜小＞�252席

260-8661千葉市中央区市場町
11-2
電◯043-222-0201
Ⓕ043-227-0763

＜大＞① 27,920円　② 60,920円
　　　③ 82,260円　④164,660円
＜小＞①  9,100円　② 18,240円
　　　③ 27,500円　④ 48,600円

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン，セミコン

千葉市文化センター
＜アートホール＞
493席（身障者用4席）

260-0013千葉市中央区中央2-5-1
電◯043-224-8211
Ⓕ043-224-8231

　　　①17,470円　②34,990円
　　　③43,790円　④96,250円

（税込）

ⓈＤ-274

千葉市美浜文化ホール
＜中＞354席
＜小＞152席

261-0011千葉市美浜区真砂5-15-2
電◯043-270-5619
Ⓕ043-270-5609

＜中＞① 8,950円　②17,900円
　　　③22,370円　④49,220円
＜小＞① 3,620円　② 7,240円
　　　③ 9,030円　④19,890円

（税込）

ⓎＳ6
ⓈＤ-274

千葉市民会館
＜大＞1,001席
＜小＞316席

260-0017千葉市中央区要町1-1
電◯043-224-2431
Ⓕ043-224-2439

＜大＞①18,380円　② 36,760円
　　　③45,940円　④101,080円
＜小＞① 5,400円　② 11,100円
　　　③16,490円　④ 32,990円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣ7ＬＡ

千葉市若葉文化ホール ★
517席

264-0004千葉市若葉区千城台西
2-1-1
電◯043-237-1911
Ⓕ043-237-9213

　　　①10,370円　②20,730円
　　　③25,920円　④57,020円

（税込）

ⓈＤ-274

東金文化会館
＜大＞固定1,135席（可動78席）
＜小＞可動340席

283-0801東金市八坂台1-2107-3
電◯0475-55-6211
Ⓕ0475-55-6216

� （1987年）

＜大＞①16,500円　②27,500円
　　　③33,000円　④71,500円
＜小＞① 5,500円　② 8,800円
　　　③11,000円　④22,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.275
ⓎＣ5Ａ

習志野市習志野文化ホール
1,475席

275-0026習志野市谷津1-16-1
電◯047-479-1212
Ⓕ047-476-0941

　　　① 55,440円　②120,890円
　　　③127,050円　④303,380円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＳ　ＣＦⅢ
Ⓟベッケラート社製49ス
トップ3段手鍵盤ペダル

成田国際文化会館
1,188席

286-0021成田市土屋303
電◯0476-23-1331〜3
Ⓕ0476-23-1334

　　　①19,440円　②24,840円
　　　③29,160円　④61,560円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

野田市文化会館
1,226席

278-0003野田市鶴奉5-1
電◯04-7124-1555
Ⓕ04-7124-1557

　　　① 9,820円　②19,650円
　　　③25,270円　④51,940円

（税込）

ⓎＣＦ

はなみがわ風の丘HALL
85〜95席

262-0019千葉市花見川区朝日ヶ
丘4-31-9
電◯043-273-4217
Ⓕ043-273-4221� （2000年）

　　　①15,000円　②15,000円
　　　④9時〜17時  �25,000円

ⓀRX-2EU

船橋市民文化ホール
1,000席

273-0005船橋市本町2-2-5
電◯047-434-5555
Ⓕ047-434-5558� （1978年）

　　　①11,000円　②22,000円
　　　③36,630円　④63,250円

（税込）

ⓈＤ-274×2
▪ハープ

フリューゲル・ザール
50席

277-0043柏市南逆井3-1-32
電◯Ⓕ04-7176-7164
� （1995年）

　　　①30,000円　②30,000円
　　　③30,000円　④70,000円

（税込）

ⓈＡ-188

http://chiba-aw.jp/mihama
http://www.tobunspo.or.jp
http://narabunh.jp/
http://triade3.wixsite.com/kaze
http://kiuchitomoko.sakura.ne.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（千葉県・東京都）

ふれあいプラザさかえ
＜文化ホール＞1,086席

270-1516千葉県印旛郡栄町安食
938-1
電◯0476-95-1112
Ⓕ0476-95-9500� （1994年）

　　　①19,800円　②26,400円
　　　③19,800円　④66,000円

（税込）

ⓈニューヨークＤ型
ⒷMod.275

松戸市文化会館
（森のホール21）
＜大＞1,955席
＜小＞�516席

270-2252松戸市千駄堀646-4
電◯047-384-5050
Ⓕ047-384-5243

� （1993年）

＜大＞① 57,200円　②100,100円
　　　③128,700円　④257,400円
＜小＞① 12,100円　② 20,900円
　　　③ 27,500円　④ 55,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.290（大ホールの
み）
ⓎＣＦⅢＳ

松戸市民会館
1,212席

271-0092松戸市松戸1389-1
電◯047-368-1237
Ⓕ047-366-3344� （1964年）

　　　① 8,800円　②17,600円
　　　③22,000円　④44,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓀＧＳ

茂原市東部台文化会館
＜音楽ホール＞338席

297-0015茂原市東部台1-7-15
電◯0475-23-8711
Ⓕ0475-23-9767� （1985年）

　　　① 4,400円　② 6,600円
　　　③ 9,900円　④19,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

八千代市勝田台文化センター
326席

276-0023八千代市勝田台2-5-1
電◯047-483-2141
Ⓕ047-483-2142

　　　①5,230円　② 7,370円
　　　③8,800円　④17,480円

ⓎＣＦⅢ

八千代市市民会館
＜大＞1,260席（車椅子席5）
＜小＞ �437席（車椅子席2）

276-0044八千代市萱田町728
（公財）八千代市文化・スポー
ツ振興財団
電◯047-483-5111
Ⓕ047-483-5113

＜大＞①17,850円　②35,700円
　　　③40,160円　④84,330円
＜小＞① 7,350円　②14,700円
　　　③16,530円　④34,720円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

八千代市八千代台文化センタ
ー
250席

276-0034八千代市八千代台西1-8
電◯047-482-1833

　　　①4,560円　② 6,510円
　　　③7,810円　④15,630円

Ⓨフルコン

四街道市文化センター
943席

284-0001四街道市大日396
電◯043-423-1618
Ⓕ043-423-1424� （1980年）

　　　①20,860円　②27,820円
　　　③20,860円　④83,470円

ⓎＣＦ

　〔東　京　都〕

アートスペース・オー
＜Exhibition�Hall＞
定員約100名

194-0003町田市小川2-28-21
電◯042-796-3971
Ⓕ042-799-0712� （1989年）

　　　　　　　　 �②30,000円
　　　③30,000円　④40,000円

ⓎＧ3

秋川キララホール
702席

197-0804あきる野市秋川1-16-1
電◯042-559-7500
Ⓕ042-558-9225� （1989年）

　　　①30,000円　② 50,000円
　　　③60,000円　④140,000円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ

ACT HALL
（アクトホール）
472席

175-0094板橋区成増3-11-3-405
成増地域センター
電◯03-5998-6881
Ⓕ03-5998-9982� （1990年）

　　　①24,800円　②33,000円
　　　③29,000円　④86,800円

（税込）

Ⓢ

台東区立浅草公会堂
1,082席

111-0032台東区浅草1-38-6
電◯03-3844-7491
Ⓕ03-3847-0169

　　　① 43,000円　②134,000円
　　　③210,000円　④354,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

荒川区民会館
（サンパール荒川）
975席

116-0002荒川区荒川1-1-1
電◯03-3806-6531
Ⓕ03-3801-5160

　　　① 45,500円　② 84,500円
　　　③110,500円　④214,500円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

荒川区ムーブ町屋
＜ムーブホール＞最大296席
（固定274席）

116-0002荒川区荒川7-50-9
センターまちや3F
電◯03-3819-7761
Ⓕ03-3819-7763� （1996年）

　　　①12,000円　②24,000円
　　　③31,000円　④61,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ5

イイノホール
500席

100-0011千代田区内幸町2-1-1
電◯03-3506-3251
Ⓕ03-3506-3250� （2011年）

　　　①258,500円　②374,000円
　　　③385,000円　④763,400円

（税込）

ⓈＤ-274

板橋区立文化会館
＜大＞1,263席
＜小＞�306席

173-0014板橋区大山東町51-1
電◯03-3579-2222

� （1982年）

＜大＞①32,560円　② 65,240円
　　　③82,760円　④155,760円
＜小＞① 7,000円　② 13,960円
　　　③17,320円　④ 33,200円

Ⓢグランド
Ⓨフルコン，セミコン

稲城市立ｉプラザ
410席（内車椅子席7）

206-0824稲城市若葉台2-5-2
電◯042-331-1720
Ⓕ042-331-1715

　　　①11,110円　②19,950円
　　　③24,380円　④47,110円

（税込）

ⓈＤ-274

http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=945
https://www.morinohall21.com
http://www.city.mobara.chiba.jp/category/1-9-12-0-0.html
http://www.artspace-oh.com
http://akigawa-kirarahall.jp/
http://www.iino.co.jp/hall
https://www.itabun.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

上野学園石橋メモリアルホー
ル
508席（車椅子席2）
※エオリアンホール（84席）
併設。

110-0015台東区東上野4-24-12　
学校法人上野学園内
電◯03-3843-3043
Ⓕ03-3843-6254

＜石＞①205,000円　②294,000円
　　　③320,000円　④569,500円
＜エ＞①126,000円　②147,000円
　　　③157,500円　④294,000円

Ⓟクライス社製
ⓈＤ-274×2
Ⓒダウド1985年製
ⒷMod.170（1977年製）
Pプレイエル1910年製

牛込箪笥区民ホール
392席

162-0833新宿区箪笥町15
電◯03-3260-3421
Ⓕ03-3260-3421

　　　①13,600円　②27,200円
　　　③34,000円　④67,300円

ⓈＤ-274

江戸川区総合文化センター
＜大＞1,497席（内車椅子席3）
＜小＞500席

132-0021江戸川区中央4-14-1
電◯03-3652-1111
Ⓕ03-3655-9935

＜大＞① 47,150円　② 94,280円
　　　③117,850円　④259,280円
＜小＞① 14,150円　② 28,280円
　　　③ 35,410円　④ 77,840円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン×2

ＮＨＫホール
3,601席
※2021.3月〜2022.6月
　改修工事で休館予定

150-8001渋谷区神南2-2-1
電◯03-3465-1751
Ⓕ03-3465-1752
� （1973年）

　　　①��910,800円　②1,306,800円
　　　③1,953,600円　④2,600,400円

（税込）

ⓈＤ-274×2，C-227
ⓎＣ-5　Ⓟ
▪マリンバ，ティンパニ，
コントラバス他

王子ホール
315席

104-0061中央区銀座4-7-5
電◯03-3563-7334
Ⓕ03-3564-1500� （1992年）

　　平日：　1回公演360,000円
　　土日祝：1回公演410,000円
　　　　　� 2回公演630,000円

ⓈＤ-274
Ⓑ275

近江楽堂
120席

163-1403新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティ3階
電◯03-5353-6937
Ⓕ03-5353-6938

　　　①27,500円　②55,000円
　　　③55,000円　④80,300円

（税込）
　　　�土日祝は11,000円アップ

Ⓒ久保田彰2006フレンチ
2段鍵盤
▪カナダカーン社製リー
ドオルガン　スロベニア
SKRABL社製ポジティフ
オルガン

大泉学園ゆめりあホール
176席（内車椅子席6）

178-0063練馬区東大泉1-29-1
電◯03-5947-2351
Ⓕ03-5905-2021

　　　① 7,700円　②15,400円
　　　③19,300円　④42,400円

ⓈＤ-274
ⓎＳ4Ａ

大田区民ホール・アプリコ
＜大＞1,477席
＜小＞�175席

144-0052大田区蒲田5-37-3
電◯03-5744-1600
Ⓕ03-5744-1599

� （1998年）

＜大＞① 50,000円　②100,000円
　　　③150,000円　④300,000円
＜小＞①  5,000円　② 10,000円
　　　③ 15,000円　④ 30,000円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢＳ

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャードホール
2,150席

150-8507渋谷区道玄坂2-24-1
電◯03-3477-9111

� （1989年）

　　① �495,000円　② �880,000円
　　③1,210,000円　④1,595,000円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⒷMod.290インペリアル
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7-Ｂ
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製

オリンパスホール八王子
1,869席＋立見144人

192-0904八王子市子安町4-7-1
電◯042-655-0802
Ⓕ042-655-0807� （2011年）

　　　① 33,000円　② 91,000円
　　　③115,000円　④214,000円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢ

音楽の友ホール
208席

162-8716新宿区神楽坂6-30
電◯03-3235-2115
Ⓕ03-3235-5728

　　　①75,000円　② 82,500円
　　　③90,000円　④217,500円

ⒷMod.290インペリアル
ⓎＣＦＸ

加賀町ホール
127席（最大）

162-0062新宿区市谷加賀町2-5-26
電◯03-6280-7010
Ⓕ03-6265-3110

　　　①40,000円　②60,000円
　　　③50,000円　④75,000円

（税込）

Ⓢフルコン×2

かつしかシンフォニーヒルズ
＜モーツァルトホール（Ｍ）＞
1,318席
＜アイリスホール（Ｉ）＞298席

124-0012葛飾区立石6-33-1
電◯03-5670-2222
Ⓕ03-5698-1546
� （1992年）

＜M＞① 60,000円　②120,000円
　　　③150,000円　④300,000円
＜Ｉ＞① 13,000円　② 26,000円
　　　③ 33,000円　④ 65,000円

ⓈＤ-274×2
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ

かめありリリオホール
610席

125-0061葛飾区亀有3-26-1
リリオ館9F
電◯03-5680-2222
Ⓕ03-5680-1070� （1996年）

　　　①20,000円　② 40,000円
　　　③50,000円　④100,000円

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

カルラホール ★
80席（可動）

156-0052世田谷区経堂3-16-12
電◯03-3439-7507
Ⓕ03-3439-7845

　①1時間2,000円　②1時間3,000円
　③1時間3,000円　④30,000円

ⓈＤ-274　ⓎG5
Pフェリックス・グロー
ス

https://edogawa-bunkacenter.jp/
http://www.ojihall.jp/
https://www.ota-bunka.or.jp/aprico
http://olympus.hall-info.jp
http://kaga2526.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

カワイ・コンサートサロン・
パウゼ
130席（テーブルなし）

150-0001渋谷区神宮前5-1
カワイ表参道
電◯03-3409-2511
Ⓕ03-3409-2598

　　　① 30,000円　②100,000円
　　　③130,000円　④190,000円

ⓀSK-EX，EX

紀尾井町サロンホール
80席（可動）

102-0094千代田区紀尾井町3-29
紀尾井町アークビル1Ｆ
電◯03-6272-4711
Ⓕ050-3153-0888� （2012年）

　　　①25,000円　②25,000円
　　　③35,000円　④70,000円

ⓈＤ-274

紀尾井ホール ★
＜クラシック用＞800席
＜小・邦楽用＞250席
※2020.7.27〜9.9
　工事で貸出休止

102-0094千代田区紀尾井町6番5
号
電◯03-5276-4500（代）
　03-5276-4545（貸し専用）
Ⓕ03-5276-4527� （1995年）

＜ク＞①286,000円　②440,000円
　　　③528,000円　④891,000円
＜小＞① 77,000円　②110,000円
　　　③143,000円　④264,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製フレンチダブ
ル

銀座ブロッサム（中央会館）
900席

104-0061中央区銀座2-15-6
電◯03-3542-8585

　　　① 60,000円　②100,000円
　　　③150,000円　④268,000円

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

くにたち市民芸術小ホール
336席（可動66席）

186-0003国立市富士見台2-48-1
電◯042-574-1515
Ⓕ042-574-1513� （1987年）

　　　①11,200円　②19,600円
　　　③25,200円　④50,700円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

江東区亀戸文化センター
＜カメリアホール＞402席
（内親子室2席）

136-0071江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ内
電◯03-5626-2121
Ⓕ03-5626-2120� （2000年）

　　　①10,200円　②20,400円
　　　③25,650円　④56,250円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

江東公会堂
（ティアラこうとう）
＜大＞1,228席（オーケストラ
ピット使用時1,096席）
＜小＞�140席

135-0002江東区住吉2-28-36
公益財団法人江東区文化コミュ
ニティ財団
電◯03-3635-5500
Ⓕ03-3635-5547� （1994年）

＜大＞① 66,200円　②132,450円
　　　③165,600円　④364,250円
＜小＞①  7,050円　② 14,150円
　　　③ 17,750円　④ 38,950円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｄ型
BＢ-210

小金井  宮地楽器ホール
＜大＞578席

184-0004小金井市本町6-14-45
電◯042-380-8077
Ⓕ042-380-8078� （2012年）

　　　①40,000円 ② 56,000円
　　　③75,000円 ④153,000円
※市外料金

ⓈＤ-274

国分寺市立いずみホール
370席

185-0024国分寺市泉町3-36-12
電◯042-323-1491
Ⓕ042-327-3555

　　　① 8,200円 ②14,400円
　　　③18,600円 ④37,200円

ⓈＤ-274

国立劇場
＜大劇場＞1,610席
＜小劇場＞�590席

102-8656千代田区隼町4-1
独立行政法人日本芸術文化振興
会
電◯03-3265-7411
� （1966年）

＜大＞① �489,400円 ② �652,500円
　　　③1,141,900円 ④1,631,300円
＜小＞① �160,400円 ② �213,900円
　　　③ �374,300円 ④ �534,700円

（税込）

ⓈＤ-274

小平市民文化会館
（ルネこだいら）
＜大＞1,229席
＜中＞ 401〜555席
＜レセプションホール＞150
席

187-0041小平市美園町1-8-5
電◯042-345-5111
Ⓕ042-345-9951

� （1995年）

＜大＞① 55,200円　② 96,600円
　　　③124,300円　④248,400円
＜中＞① 22,000円　② 38,600円
　　　③ 49,600円　④ 99,100円
＜レ＞①  6,300円　② 11,000円
　　　③ 14,200円　④ 28,300円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン
Ⓑフルコン
Ⓚフルコン，セミコン

KOTORIホール
（昭島市民会館）
1,139席

196-0012昭島市つつじが丘3-7-7
電◯042-546-1711〜3
Ⓕ042-546-9656

　　　①29,000円　② 81,000円
　　　③99,000円　④191,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

狛江市民ホール
（エコルマホール）
728席

201-0013狛江市元和泉1-2-1
電◯03-3430-4106
Ⓕ03-3430-4110

　　　① 27,200円　② 47,700円
　　　③ 61,400円　④136,300円

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ

サントリーホール
＜大＞2,006席
＜ブルーローズ＞可動席
演奏会標準432席，38 4席，
380席

107-8403港区赤坂1-13-1
電◯03-3505-1001
Ⓕ03-3505-1007

� （1986年）

＜大＞①770,000円　②1,100,000円
　　　③1,320,000円
＜ブ＞①170,000円　②240,000円
　　　③310,000円

ⓈＤ型
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟリーガー社製74ストッ
プ　Ⓒウィリアム・ダウ
ド・パリ社製
▪ポジティフオルガン，
エラールピアノ

ＧＧサロン ★
100席

171-0044豊島区千早1-16-14
現代ギター社4階
電◯03-3530-5342
Ⓕ03-3530-5344

　　　①10,000円　②25,000円
　　　③35,000円　④70,000円

ⓎＣ9

http://www.kioichosalonhall.com
http://kioi-hall.or.jp
https://kuzaidan.or.jp/hall/
https://www.kcf.or.jp/
https://www.kcf.or.jp/tiara
http://www.runekodaira.jp
http://suntory.jp/HALL/


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

ＪＴアートホールアフィニス
256席
※貸館業務は2020年9月30日
で終了

105-8422港区虎ノ門2-2-1ＪＴビ
ル２Ｆ
電◯03-5572-4945
Ⓕ03-5572-1457

　　　①＋②180,000円
　　　②＋③230,000円　④280,000円

ⓈＤ-274×2

時事通信ホール
可動最大320席

104-8178中央区銀座5-15-8
電◯03-3546-6606
Ⓕ03-3546-6605

　　　①116,000円　②168,000円
　　　③198,000円

（税込）

ⓎＳ6Ａ

品川区立総合区民会館
（きゅりあん）
＜大＞1,074席
＜小＞標準型282席／プロセ
ニアム238〜336席

140-0011品川区東大井5-18-1
電◯03-5479-4100
Ⓕ03-5479-4110

� （1989年）

＜大＞① 93,300円　②139,800円
　　　③186,400円　④419,500円
＜小＞① 32,200円　② 48,200円
　　　③ 64,500円　④144,900円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ
（大・小ホール共用）

渋谷区文化総合センター大和
田
＜さくらホール＞729席（車
椅子席2，親子席4）
＜伝承ホール＞339席（車椅
子席2，親子席4）

150-0031渋谷区桜丘町23-21
電◯03-3464-3251
Ⓕ03-3464-3289

� （2010年）

＜さ＞① 77,500円　②104,500円
　　　③123,000円　④305,000円
＜伝＞① 23,000円　② 34,000円
　　　③ 41,000円　④ 98,000円

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ
ⓎＣ7

自由学園明日館・講堂
（重要文化財）
272席

171-0021豊島区西池袋2-31-3
電◯03-3971-7535
Ⓕ03-3971-2570

　　 9時〜17時：１時間　20,000円
　　17時〜21時：１時間　23,000円
　　　　　　　　　④　 200,000円

（税込）

ⓎＧ5Ｂ

昭和女子大学人見記念講堂 ★
2,008席

154-8533世田谷区太子堂1-7-57
電◯03-3411-5120
Ⓕ03-3411-2657� （1980年）

利用については団体使用目的により
個別相談

Ⓢフルコン×2
Ⓑフルコン

新国立劇場
＜オペラ劇場＞1,814席（内車
椅子席8）
＜中劇場＞1,038席（内車椅子
席8）
＜小劇場�＞可動322〜468席

151-0071渋谷区本町1-1-1
（公財）新国立劇場運営財団
電◯03-5351-3011
Ⓕ03-5352-5784

� （1997年）

＜オ＞①325,900円　② �651,800円
　　　③651,800円　④1,629,500円
＜中＞①186,900円　② �373,700円
　　　③373,700円　④ �934,300円
＜小＞① 72,400円　② �144,800円
　　　③144,800円　④ �361,900円

ⓈＤ-274，Ｃ-227
ⓎＳ4，Ｃ3
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製フレンチダブ
ル

新宿文化センター
＜大＞1,802席
＜小＞�210席

160-0022新宿区新宿6-14-1
電◯03-3350-1141
Ⓕ03-3350-4839

＜大＞①101,600円　②203,400円
　　　③254,200円　④508,300円
＜小＞① 17,400円　② 34,600円
　　　③ 43,300円　④ 86,700円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢ-Ｓ
Ⓟケルン社（カヴァイエ・
コル型）
Ⓒノイペルト・バッハ

杉並区立社会教育センター
（セシオン杉並）
578席

166-0011杉並区梅里1-22-32
電◯03-3317-6611
� （1989年）

　　　①24,000円　② 49,000円
　　　③49,000円　④134,400円

ⓈＤ-274
ⒷMod.225

杉並公会堂
＜大＞1,190席（内車椅子席4）
＜小＞194席（内車椅子席4）

167-0043杉並区上荻1-23-15
電◯03-3220-0401

＜大＞① 59,850円　②105,000円
　　　③131,250円　④283,500円
＜小＞① 10,500円　② 19,950円
　　　③ 25,200円　④ 52,500円

（税込）

ⓈD-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢ，Ｓ6Ｂ
BD-280

すみだトリフォニーホール
＜大＞1,801席
＜小＞�252席

130-0013墨田区錦糸1-2-3
電◯03-5608-5400
Ⓕ03-5608-5403

＜大＞①248,000円　②292,000円
　　　③471,000円　④915,000円
＜小＞① 12,000円　② 22,000円
　　　③ 35,000円　④ 58,000円

Ⓟイェームリッヒ社製66
ストップ他
ⓈＤ-274×3
ⓎNEW�ＣＦⅢＳ

成城ホール
（世田谷区立砧区民会館）
可動397席（内車椅子席3）

157-8501世田谷区成城6-2-1
電◯03-3482-1313
Ⓕ03-3482-7832

　　　①30,170円　② 45,330円
　　　③75,500円　④120,830円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

世田谷区民会館
1,202席

154-8504世田谷区世田谷4-21-27
電◯03-5432-2837
Ⓕ03-5432-3033� （1959年）

　　　① 55,000円　② 82,650円
　　　③137,660円　④220,320円

（税込）

ⒷMod.290
ⓎＣ7

世田谷区立烏山区民会館
382席

157-0062世田谷区南烏山6-2-19
電◯03-3326-3511〜2
Ⓕ03-5313-0009

　　　①21,100円　②31,700円
　　　③52,800円　④84,500円

ⓈD-274
ⓎＣ7

台東区立旧東京音楽学校
奏楽堂（重要文化財）
310席

110-0007台東区上野公園8-43
電◯03-3824-1988
Ⓕ03-3824-1989

　　　①17,000円　②22,000円
　　　③27,000円　④66,000円

ⓈD-274
Ⓒ
Ⓟ

https://www.shibu-cul.jp
http://hall.swu.ac.jp/
http://www.nntt.jac.go.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

草月ホール
530席

107-8505港区赤坂7-2-21
電◯03-3408-9113ダイヤルイン
Ⓕ03-3405-4947

　　　①〜②240,000円
　　　③280,000円　④300,000円

Ⓢフルコン
Ⓑセミコン

ｓｏｎｏｒｉｕｍ
（ソノリウム）
100席

168-0063杉並区和泉3-53-16
sonorium
電◯03-6768-3000
Ⓕ03-6768-3083� （2007年）

　　　①16,000円　②18,000円
　　　③20,000円　④50,000円
　　　5H・6Hパッケージ有り
　コンサートでは別途付帯設備料金

ⓈＤ-274
▪十三絃筝
映像プロジェクター設備

第一生命ホール
767席

104-0053中央区晴海1-8-9（晴海
トリトンスクエア内）
電◯03-3532-3535
Ⓕ03-3532-2723

　　　①200,000円　②300,000円
　　　③400,000円　④900,000円

ⓈD-274×2

台東区生涯学習センターミレ
ニアムホール
300席（車椅子席4）

111-8621台東区西浅草3-25-16
台東区生涯学習センター
電◯03-5246-5827

　　　①19,000円　②31,000円
　　　③31,000円　④81,000円

Ⓢ

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
＜大＞1,201席
＜小＞��246席

190-0022立川市錦町3-3-20
電◯042-526-1311
Ⓕ042-512-5693

＜大＞①25,000円　② 78,000円
　　　③90,000円　④171,000円
＜小＞① 8,000円　② 23,000円
　　　③23,000円　④ 47,000円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.275

タワーホール船堀
＜大＞750席
＜小＞可動300席

134-0091江戸川区船堀4-1-1
電◯03-5676-2211
Ⓕ03-5676-2501

＜大＞①18,000円　②36,000円
　　　③45,000円　④99,000円
＜小＞① 7,000円　②13,000円
　　　③17,000円　④37,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

調布市グリーンホール
＜大＞1,307席
　　（内車椅子席12）
＜小＞�300席

182-0026調布市小島町2-47-1
電◯042-481-7611
Ⓕ042-484-3009

� （1977年）

＜大＞① 34,700円　② 79,100円
　　　③109,100円　④203,900円
＜小＞①  9,000円　② 16,700円
　　　③ 20,400円　④ 39,500円

（税込）

ⓈD-274
Ⓨフルコン×2

調布市文化会館たづくり
＜くすのきホール＞506席
（内車椅子席6）

182-0026調布市小島町2-33-1
電◯042-441-6111
Ⓕ042-441-6160� （1995年）

　　　①17,500円　②21,000円
　　　③26,200円　④51,800円

ⓈD-274
▪ティンパニー

東京オペラシティ
＜コンサートホール／タケミ
ツメモリアル＞1,632席
＜リサイタルホール＞
265席
※コンサートホール2021.1.18
〜4.30工事休館

163-1403新宿区西新宿3-20-2
電◯03-5353-0788
Ⓕ03-5353-0777

� （1997年）

＜コ＞①500,000円　② �850,000円
　　　③950,000円　④1,500,000円
＜リ＞① 80,000円　② �130,000円
　　　③155,000円

ⓈＤ-274　ⒷMod.290
Ⓟクーン社製54ストップ
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
▪ポジティフオルガン

東京カテドラル聖マリア大聖
堂
1,000席

112-0014文京区関口3-16-15
電◯03-3941-3029
Ⓕ03-3941-1902

Ⓟフェル・シューレン社
製

東京芸術劇場
＜コンサートホール＞1,999席
＜プレイハウス＞834席
＜シアターイースト＞
272〜324席
＜シアターウエスト＞
195〜270席

171-0021豊島区西池袋1-8-1
電◯03-5391-2111
Ⓕ03-5391-2215

＜コ＞① 228,000円　② �456,000円
　　　③ 570,000円　④1,140,000円
（芸術文化団体等の平日使用，入場料
金の最高額が10,000円以下の場合）
＜プ＞①150,000円　②301,000円
　　　③377,000円　④754,000円
＜イ＞①37,000円　② 74,000円
　　　 ③92,000円　④185,000円
＜ウ＞①39,000円　② 78,000円
　　　 ③98,000円　④196,000円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢ，C7LA
Ⓟマルク・ガルニエ社製
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製　▪ポジティ
フオルガン（草刈オルガ
ン工房製）

東京国際フォーラム
＜ホールＡ＞5,012席
＜ホールＣ＞1,502席

100-0005千代田区丸の内3-5-1
㈱東京国際フォーラム
電◯03-5221-9000
Ⓕ03-5221-9011
� （1997年）

＜Ａ＞ 9時〜17時　2,310,000円
　　　13時〜22時　3,080,000円
＜Ｃ＞ 9時〜17時　 �748,000円
　　　13時〜22時　1,012,000円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎNewＣＦⅢＳ，S6B

東京文化会館
＜大＞2,303席（車椅子席14）
＜小＞� �649席（車椅子席4）

110-8716台東区上野公園5-45
電◯03-3828-2111
Ⓕ03-3828-6406

� （1961年）

＜大＞�①215,000円　② �431,000円
　　　③540,000円　④1,080,000円
（芸術文化団体等の使用，入場料金の
最高額が10,000円以下の場合）
＜小＞① 58,000円　②118,000円
　　　③147,000円　④296,000円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓎCFX
Ⓒノイペルト社製バッハ
モデル　ナーゲル社製フ
レンチダブル

https://www.sonorium.jp
http://www.chofu-culture-community.org/
http://www.chofu-culture-community.org/
https://www.operacity.jp
http://www.geigeki.jp
https://www.t-i-forum.co.jp
https://www.t-bunka.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

東京労音会館
（R's ART COURT）
180席

169-0072新宿区大久保1-9-10
電◯03-5273-0806
Ⓕ03-5273-0811

　　　① 60,000円　②80,000円
　　　④100,000円

ⓎＣＦⅢＳＡ

トッパンホール
408席

112-0005文京区水道1-3-3
電◯03-5840-2200
Ⓕ03-5840-1515� （2000年）

　　　①132,000円　②220,000円
　　　③275,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2

豊洲シビックセンターホール
298席＋車椅子席2

135-0061江東区豊洲2-2-18
電◯03-3536-5061
Ⓕ03-5560-0505

　　　① 7,800円　②15,350円
　　　③19,300円

PファツィオリＦ-278

なかのＺＥＲＯ
＜大＞1,292席
＜小＞�507席

164-0001中野区中野2-9-7
もみじ山文化センター
電◯03-5340-5000
Ⓕ03-5340-5016

＜大＞① 88,300円　②�125,000円
　　　③147,000円
＜小＞① 26,500円　② �49,900円
　　　③ 66,700円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，ＣＥ5，ＣＦ
ⒷMod.290，Mod.225

七生公会堂
300席

191-0032日野市三沢3-50-1
電◯042-593-2911

　　　① 6,000円　②11,000円
　　　③15,000円　④28,000円

（税込）
西新井文化ホール

（ギャラクホール）
�902席（車椅子席6）

123-0842足立区栗原1-3-1
電◯03-5242-8161
Ⓕ03-5242-8165

　　　①25,300円　② 45,500円
　　　③56,600円　④114,100円

（税込）

ⓈD
ⓎＣＦⅢＳ

西東京市保谷こもれびホール
＜メインホール＞662席
＜小＞250席

202-0013西東京市中町1-5-1
電◯042-421-1919
Ⓕ042-438-7676

� （1998年）

＜メ＞①22,000円　②30,000円
　　　③37,000円　④74,000円
＜小＞① 9,000円　②12,000円
　　　③15,000円　④30,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

日仏会館ホール
130席

150-0013渋谷区恵比寿3-9-25
電◯03-5424-1143
Ⓕ03-5424-1200

　　　①60,500円　② 74,800円
　　　③96,800円　④184,800円

（税込）

Bセミコン

日経ホール
610席

100-8066千代田区大手町1-3-7日
経ビル３階
電◯03-6256-7686
Ⓕ03-6256-7932� （2009年）

　　　①200,000円　②250,000円
　　　③270,000円　④600,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

日生劇場
1,330席

100-0006千代田区有楽町1-1-1
電◯03-3503-3111
Ⓕ03-3501-6816� （1963年）

貸劇場の場合は１ヶ月単位でお貸し
しております。

Ⓢフルコン，セミコン
Ⓒノイペルト

日墓里サニーホール
＜大＞401席
＜コンサートサロン＞100席

116-0014荒川区東日暮里5-50-5ホ
テルラングウッド４Ｆ
電◯03-3807-3211
Ⓕ03-3807-4190
� （1989年）

＜大＞①26,000円　② 53,300円
　　　③66,300円　④133,900円
＜コ＞① 5,200円　② 11,700円
　　　③14,300円　④ 29,900円

（税込）

ⓈD-274
ⒷMod.200
ⓎＣ5L

日本教育会館一ツ橋ホール
802席

101-0003千代田区一ツ橋2-6-2
電◯03-3230-2831
Ⓕ03-3230-2834� （1977年）

　　　①123,970円　②186,780円
　　　③212,630円　④419,430円

ⓎＣ7

日本青年館ホール
1,249席（内車椅子席4）

160-0013新宿区霞ヶ丘町4-1
電◯03-6447-5660
Ⓕ03-6447-5661� （2017年）

 9：00〜17：00　580,000円
13：00〜22：00　670,000円
 9：00〜22：00　740,000円

ⓎＣＦＸ
�Ｂ◇

練馬文化センター
＜大＞1,486席（内車椅子席
12）
＜小＞� �592席（内車椅子席4）

176-0001練馬区練馬1-17-37
電◯03-3993-3311
Ⓕ03-3991-9666

＜大＞① 66,000円　②132,000円
　　　③165,000円　④363,000円
＜小＞① 26,000円　② 52,100円
　　　③ 65,200円　④143,300円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢ×2
Ⓒノイペルト

野方区民ホール
（野方WIZ）
248席

165-0027中野区野方5-3-1
電◯03-3310-3861
Ⓕ03-3310-3860

　　　①10,100円　②19,100円
　　　③25,600円　④62,800円

（税込）

ⓀＲＸ-Ａ

Ｈakuju Ｈall
300席

151-0063渋谷区富ヶ谷1-37-5
㈱白寿生科学研究所本社内
電◯03-5478-8867
Ⓕ03-5478-9821� （2003年）

　　　①187,000円　②220,000円
　　　③275,000円　�④478,500円※

午前午後リハーサル・夜間本番
（税込）

ⓈD-274×2

八王子市芸術文化会館
（いちょうホール）
＜大＞802席
＜小＞288席（可変床機構）

192-0066八王子市本町24-1
電◯042-621-3001
Ⓕ042-621-3007

＜大＞①27,000円　② 48,000円
　　　③62,000円　④123,000円
＜小＞①11,000円　② 18,000円
　　　③24,000円　④ 48,000円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢ

https://www.toppanhall.com/
https://www.galaxcity.jp/cultural-hall/
https://komorebi-hall.jp
https://www.nissaytheatre.or.jp/
https://www.jec.or.jp
https://www.hakujuhall.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

八王子市南大沢文化会館
＜主ホール＞500席
＜交流ホール＞最大270席

192-0364八王子市南大沢2-27
電◯042-679-2202
Ⓕ042-679-2212
� （1996年）

＜主＞①18,000円　②31,000円
　　　③39,000円　④79,000円
＜交＞①10,000円　②17,000円
　　　③22,000円　④44,000円

ⓎＣＦⅢＳ×2，ＣＦⅢ

浜離宮朝日ホール
＜音楽ホール＞552席

104-8011中央区築地5-3-2
朝日新聞東京本社新館
電◯03-5541-8710
Ⓕ03-5541-8705� （1992年）

　　　①＋②＝350,000円
　　　②＋③＝460,000円
　　　　　④＝530,000円
※土，日，祝日は別料金

Ⓢハンブルク製D-274×3
（黒×2，木目×1）
ⒷMod.275

羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ
＜大＞854席
（内車椅子席4，親子席6）
＜小＞252席

205-0003羽村市緑ヶ丘1-11-5
電◯042-570-0707
Ⓕ042-570-6422

� （2006年）

＜大＞①20,000円　② 44,000円
　　　③51,000円　④106,000円
＜小＞① 5,000円　② 11,000円
　　　③12,000円　④ 27,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

パルテノン多摩
＜小＞�304席

206-0033多摩市落合2-35
電◯042-375-1414
Ⓕ042-376-9191� （1987年）

＜小＞①  7,000円　② 18,000円
　　　③ 20,000円　④ 40,000円

Ⓢフルコン

東村山市立中央公民館
457席

189-0014東村山市本町2-33-2
電◯042-395-7511
Ⓕ042-395-7515� （1980年）

１時間6,600円
１日13時間85,800円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

東大和市民会館
（ハミングホール）
＜大＞714席（内車椅子席6）
＜小＞300席（可動216席）

207-0013東大和市向原6-1
電◯042-590-4411
Ⓕ042-590-4412

� （2000年）

＜大＞①22,000円　②35,000円
　　　③42,000円　④88,000円
＜小＞① 8,000円　②14,000円
　　　③17,000円　④34,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Bセミコン

光が丘ＩＭＡホール
500席
※2020.12月末まで工事休館予
定

179-0072練馬区光が丘5-1-1
IMA4F
電◯03-3976-2000
Ⓕ03-3976-7171� （1987年）

　　　① 63,000円  ② 95,000円
　　　③120,000円　④240,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

曳舟文化センター
582席

131-0046墨田区京島1-38-11
電◯03-3616-3951
Ⓕ03-3617-0787� （1987年）

　　　①18,000円　②36,100円
　　　③45,100円　④99,200円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

日野市民会館
（ひの煉瓦ホール）
1,104席

191-0016日野市神明1-12-1
電◯042-585-2011
Ⓕ042-587-7577

　　　①17,000円　②�41,000円
　　　③51,000円　④100,000円

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

響きの森文京公会堂
（文京シビックホール）
＜大＞�1,802席（車椅子席6）
＜小＞可動325席（移動46席）

112-0003文京区春日1-16-21
電◯03-5803-1100
Ⓕ03-5800-2230

＜大＞①157,000円　②274,000円
　　　③353,000円　④705,000円
＜小＞① 25,000円　② 43,000円
　　　③ 56,000円　④111,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦⅢ

日比谷公園大音楽堂（野外）
3,053席（車椅子席15）

100-0012千代田区日比谷公園1-5
電◯03-3591-6388� （1923年）

　　　① 83,500円　② 83,500円
　　　③112,300円　④279,300円

Ⓨ

府中の森芸術劇場
＜どりーむホール＞2,027席
＜ウィーンホール＞522席
＜ふるさとホール＞504席

183-0001府中市浅間町1-2
電◯042-335-6211
Ⓕ042-335-6214

� （1991年）

＜ど＞① 60,000円　②106,000円
　　　③136,000円　④272,000円
＜ウ＞① 14,000円　② 24,000円
　　　③ 31,000円　④ 62,000円
＜ふ＞① 18,000円　② 32,000円
　　　③ 41,000円　④ 83,000円

ⓈＤ型×2　Ｄ-274×2，
Ｃ型
Ⓟ，Ⓑ275，Ⓒ

福生市民会館
＜大＞1,062席（内車椅子席4）
＜小＞ �260席（内車椅子席4）

197-0011福生市福生2455
電◯042-552-1711
Ⓕ042-530-2511

＜大＞①29,000円　② 57,000円
　　　③72,000円　④143,000円
＜小＞① 5,000円　② 11,000円
　　　③14,000円　④ 27,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｓ6

北とぴあ（ほくとぴあ）
＜さくらホール＞ 1,300席
＜つつじホール＞　402席

114-8503北区王子1-11-1
電◯03-5390-1100
Ⓕ03-5390-1147

＜さ＞① 70,440円　②123,220円
　　　③158,600円　④317,000円
＜つ＞① 15,120円　② 26,520円
　　　③ 34,140円　④ 68,180円

ⓈＤ-274
ⒷMod.275
ⓎＣＦⅢ

町田市民ホール
862席

194-0022町田市森野2-2-36
電◯042-728-4300
Ⓕ042-729-6730� （1978年）

　　　①14,000円　②24,000円
　　　③38,000円　④67,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，ＣＦⅢＳA

松尾ホール
（スタインウェイサロン東京）
88席

100-0006千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビルB1
電◯03-3539-1845
Ⓕ03-3539-1781� （2002年）

会員制：1時間当7,700円
　　 �④77,000円〜
（ピアノ1台使用の場合・調律代込）

（税込）

ⓈＤ-274×2

http://hachiojibunka.or.jp/minami/
http://www.asahi-hall.jp/hamarikyu/
http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000002093.html
http://parthenon.or.jp
https://humming-hall.jp/
http://www.ima-hikarigaoka.jp/imahall/
http://hibiya-kokaido.com
http://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/
http://www.m-shimin-hall.jp
http://www.h-matsuo.co.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都）

瑞穂ビューパーク・スカイホ
ール
＜大＞1,008席（車椅子席6）
＜小＞300席（可動）

190-1221東京都西多摩郡瑞穂町
大字箱根ケ崎2475
電◯042-557-7070
Ⓕ042-557-2693
� （1990年）

＜大＞①20,000円　② 46,000円
　　　③51,000円　④105,000円
＜小＞① 6,000円　② 13,000円
　　　③13,000円　④ 28,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

瑞穂町耕心館
＜多目的大広間＞

190-1202東京都西多摩郡瑞穂町
大字駒形富士山317-1
電◯042-568-1505
Ⓕ042-568-1506� （2001年）

１日5,000円 ⓎＳ4Ａ

三鷹市芸術文化センター
（風のホール）
625席

181-0012三鷹市上連雀6-12-14
電◯0422-47-9100
Ⓕ0422-47-6700

　　　①25,000円　② 40,000円
　　　③50,000円　④100,000円

Ⓢフルコン　Ⓑフルコン
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製1730年ブラン
シェ

三鷹市公会堂
719席

181-8555三鷹市野崎1-1-1
電◯0422-29-9868
Ⓕ0422-43-6146

　　　①23,000円　②39,000円
　　　③49,000円　④95,000円

ⓎＣＦⅢ

港区立赤坂区民センター
400席

107-0052港区赤坂4-18-13
赤坂コミュニティーぷらざ内
電◯03-5413-2711
Ⓕ03-5413-2714

　　　① 6,600円　②10,800円
　　　③13,000円　④30,400円

Ⓑ

港区立高輪区民センター
250席
※2020.10.1〜2021.3.31ホール
利用不可

108-0074港区高輪1-16-25高輪コ
ミュニティーぷらざ内
電◯03-5421-7616
Ⓕ03-5421-7628

　　　①5,800円　② 9,000円
　　　③9,000円　④23,800円

Ⓨ

武蔵野公会堂
＜パープルホール＞350席

180-0003武蔵野市吉祥寺南町1-6-
22
電◯0422-46-5121
Ⓕ0422-79-4677

　　　①11,800円　②20,000円
　　　③28,000円　④52,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

武蔵野市民文化会館
（ARTE）
＜大＞1,252席
＜小＞�425席

180-0006武蔵野市中町3-9-11
電◯0422-54-8822
Ⓕ0422-54-2014

＜大＞① 50,000円　②108,000円
　　　③134,000円　④270,000円
＜小＞① 18,800円　② 40,000円
　　　③ 49,400円　④100,000円

Ⓢフルコン×3，セミコン
Ⓨセミコン
Ⓟマルクーセン社製

武蔵野スイングホール
180席

180-0022武蔵野市境2-14-1
電◯0422-54-1313
Ⓕ0422-54-8166

　　　①10,500円　②19,000円
　　　③22,000円　④47,000円

Ⓢフルコン

武蔵村山市民会館
（さくらホール）
＜大＞1,032席（車椅子席5）
＜小＞�258席

208-0004武蔵村山市本町1-17-1
電◯042-565-0226
Ⓕ042-567-4502

� （1983年）

＜大＞①18,510円　② 47,310円
　　　③54,510円　④110,050円
＜小＞① 5,140円　② 12,340円
　　　③12,340円　④ 26,740円

（税込）

ⓎＣＦ，Ｓ-400Ｂ

ムジカーザ ★
＜ホール＞120席

151-0066渋谷区西原3-33-1
電◯03-5454-0054
Ⓕ03-5454-0053� （1995年）

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③24,000円　④52,000円

ⓈＢ-211
ⒷMod.200

目黒区民センター
＜中小企業センターホール＞
417席

153-0063目黒区目黒2-4-36
電◯03-3711-1135
Ⓕ03-3711-1284

　　　①23,300円　②38,900円
　　　③35,000円　④97,200円

ⓎＣＦ

めぐろパーシモンホール
＜大＞1,200席
（内車椅子席14）
＜小＞可動200席
（内車椅子席4）

152-0023目黒区八雲1-1-1
めぐろ区民キャンパス内
電◯03-5701-2924
Ⓕ03-5701-2968
� （2002年）

＜大＞① 93,400円　②160,000円
　　　③191,200円　④444,600円
＜小＞① 19,300円　② 33,200円
　　　③ 39,600円　④ 92,100円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＳ6Ａ×2

メルパルクホール
（旧東京郵便貯金ホール）
1,582席

105-8582港区芝公園2-5-20
電◯03-3459-5501
Ⓕ03-3459-5599

④546,000円
（税込）

Ⓢフルコン，セミコン

やなか音楽ホール
（谷音）
80席

110-0001台東区谷中3-23-8
電◯03-5941-8075
Ⓕ03-5941-8076

ヤマハホール
333席

104-0061中央区銀座7-9-14
電◯03-3572-3139

� （2010年）

午前・午後　303,809円
午後・夜間　345,715円
終日1公演 　450,476円
終日2公演 　523,809円� （税込）

ⓎＣＦＸ
ⒷMod.290

http://www.koshinkan.jp
http://www.kissport.or.jp/sisetu/akasaka/index.html
http://www.musashimurayama-sakurahall.jp/
https://www.persimmon.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（東京都・神奈川県）

四谷区民ホール
452席（車椅子席2，親子席5）

160-8581新宿区内藤町87
四谷区民センター9Ｆ
電◯Ⓕ03-3351-2118

　　　①18,900円　②37,800円
　　　③47,200円　④93,500円

（税込）

ⒷMod.275

よみうり大手町ホール
501席

100-8055千代田区大手町1-7-1
電◯03-6739-5838
Ⓕ03-5200-1801� （2014年）

　　　①170,000円　②210,000円
　　　③230,000円　④500,000円

ⓈＤ-274×2

ルーテル市ヶ谷センター ★
＜コンサートホール＞200席
※2021.1〜3月
　工事休館予定

162-0842新宿区市谷砂土原町1-1
電◯03-3260-8621
Ⓕ03-3260-7510

� （1975年）

　　　①30,000円　② 67,000円
　　　③67,000円　④134,000円

ⓈＣ-227，D-274
ⒷMod.225
Ⓟオーベルタン社製13レ
ギスター
Ⓒクラシカルタイプ18世
紀フランス式二段鍵盤

和光大学ポプリホール鶴川
300席

195-0053町田市能ヶ谷1-2-1
電◯042-737-0252
Ⓕ042-737-0251� （2012年）

　　　① 9,600円　②11,200円
　　　③14,400円　④31,600円

（税込）

ⓈＤ-274

　〔神  奈  川  県〕

愛川町文化会館
535席

243-0392神奈川県愛甲郡愛川町
角田250-1
電◯046-285-6960
Ⓕ046-286-9880

　　　① 6,000円　�②11,000円
　　　③13,000円　�④29,000円

ⓎＣＦⅢＳ

厚木市文化会館
＜大＞1,400席
＜小＞�376席

243-0032厚木市恩名1-9-20
電◯046-225-2588
Ⓕ046-223-1439

＜大＞①27,770円　② 63,770円
　　　③88,460円　④164,570円
＜小＞① 4,110円　②  9,570円
　　　③13,270円　④ 24,690円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ

綾瀬市オーエンス文化会館
＜大＞1,350席
＜小＞��270席

252-1107綾瀬市深谷中1-3-1
電◯0467-77-1131
Ⓕ0467-79-0141

＜大＞①18,000円　②36,000円
　　　③46,500円　④99,000円
＜小＞① 6,400円　②11,200円
　　　③16,000円　④30,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7

伊勢原市民文化会館
＜大＞1,204席
＜小＞�392席

259-1188伊勢原市田中348
電◯0463-92-2300
Ⓕ0463-94-8400
� （1980年）

＜大＞①13,000円　②24,700円
　　　③31,200円　④68,900円
＜小＞① 4,550円　② 9,100円
　　　③12,350円　④26,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＳ

海老名市文化会館
＜大＞1,098席
＜小＞��335席

243-0438海老名市めぐみ町6番1
号
電◯046-232-3231
Ⓕ046-234-9234
� （1980年）

＜大＞①19,000円　②28,000円
　　　③35,000円　④82,000円
＜小＞① 8,000円　②10,000円
　　　③15,000円　④33,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ，ＣＦⅢＳ

大倉山記念館ホール
80席

222-0037横浜市港北区大倉山2-
10-1
電◯045-544-1881
Ⓕ045-544-1084

　　　①��700円　②2,000円
　　　③2,300円　④5,000円

（税込）
※入場料徴収の場合2倍料金

ⓎＳ6

小田原市民会館
1,098席

250-0012小田原市本町1-5-12
電◯0465-22-7146
Ⓕ0465-22-3664

　　　①15,000円　②22,000円
　　　③28,000円　④65,000円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ

かながわアートホール
300席

240-0017横浜市保土ケ谷区花見
台4-2
電◯045-341-7657
Ⓕ045-341-7617� （1992年）

　　　①6,820円　② 9,090円
　　　③8,600円　④24,510円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

神奈川県立音楽堂
＜木のホール＞1,054席（立見
52人）

220-0044横浜市西区紅葉ケ丘9-2
電◯045-263-2567
Ⓕ045-243-6216

　　　① 80,780円　② 89,100円
　　　③102,160円　④272,040円

（税込）

Ⓢフルコン　Ⓨフルコン
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製フレンチダブ
ルマニュアル
▪ライオンヒーリー社製
スタンダード・ハープ

神奈川県立県民ホール
＜大＞2,493席（内車椅子席6，
補助席10，立見50名）
＜小＞�433席

231-0023横浜市中区山下町3-1
電◯045-662-5901
Ⓕ045-641-3184

� （1975年）

＜大＞① 95,040円　②130,680円
　　　③142,560円
＜小＞① 23,760円　② 30,880円
　　　③ 36,830円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン×2
Ⓟクライス社製30ストッ
プ

http://www.l-i-c.com/hallindex.html
http://www.m-shimin-hall.jp/tsurukawa
https://atsugi-bunka.jp/
http://www.kanagawa-arthall.jp
https://www.kanagawa-kenminhall.com/


全国都道府県別会館・ホール便覧（神奈川県）

鎌倉芸術館
＜大＞1,500席
＜小＞�600席

247-0056鎌倉市大船6-1-2
電◯0467-48-5500
Ⓕ0467-48-5600

＜大＞①38,470円　② 67,890円
　　　③87,120円　④193,480円
＜小＞①15,840円　② 27,150円
　　　③33,940円　④ 76,930円

（税込）

ⓈD-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

鎌倉生涯学習センター
きらら鎌倉
286席

248-0006鎌倉市小町1-10-5
電◯0467-25-2030
Ⓕ0467-22-1428

　　　① 7,500円　②10,000円
　　　③12,000円　④29,500円

ⓈC-227

カルッツかわさき（川崎市ス
ポーツ・文化総合センター）
2,013席（内親子席12，車椅子
席18）

210-0011川崎市川崎区富士見1-1-
4
電◯044-222-5211
Ⓕ044-222-5122

　　　① 78,000円　②118,300円
　　　③156,000円　④317,000円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦＸ

川崎市麻生市民館
（麻生文化センター）
1,010席（内親子席4，身障者
席4）

215-0004川崎市麻生区万福寺1-5-
2
電◯044-951-1300
Ⓕ044-951-1650

　　　① 7,260円　② 9,680円
　　　③16,720円　④33,660円

Ⓨフルコン

川崎市多摩市民館
908席

214-8570川崎市多摩区登戸1775�
-1
電◯044-935-3333
Ⓕ044-935-3398

　　　① 6,600円　② 8,800円
　　　③15,200円　④30,600円

ⓎＣＦⅢ-Ｓ

川崎市宮前市民館
910席

216-0006川崎市宮前区宮前平2-
20-4
電◯044-888-3911
Ⓕ044-856-1436

　　　① 7,260円　② 9,680円
　　　③16,720円

ⓎＣＦ

川崎市民プラザ
＜ふるさと劇場＞489席

213-0014川崎市高津区新作1-19-1
電◯044-888-3131
Ⓕ044-888-3138� （1979年）

　　　① 9,500円　②14,300円
　　　③18,100円　④41,900円

（税込）

Ⓨフルコン

相模湖交流センター
＜多目的ホール＞456席
（内車椅子席3，親子席12）

252-0171相模原市緑区与瀬259-1
電◯042-682-6121
Ⓕ042-682-6123� （2000年）

　　　① 5,760円　② 7,760円
　　　③10,160円　④21,480円

（税込）

ⒷMod.275

相模女子大学グリーンホール
（相模原市文化会館）
＜大＞1,790席
＜多目的＞�240席（可変）

252-0303相模原市南区相模大野
4-4-1
電◯042-749-2200
Ⓕ042-749-2772
� （1990年）

＜大＞① 55,900円　② 96,200円
　　　③127,400円　④279,500円
＜多＞①　7,280円　② 11,700円
　　　③ 16,120円　④ 35,100円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ×2，Ｃ7Ｂ

相模原市民会館
1,270席（内車椅子席6）

252-0239相模原市中央区中央3-
13-15
電◯042-752-4710
Ⓕ042-753-2000

　　　①28,600円　② 39,000円
　　　③39,000円　④106,600円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

相模原南市民ホール
400席

252-0303相模原市南区相模大野
5-31-1
電◯042-749-2110
Ⓕ042-749-2806� （1983年）

　　　① 6,500円　②13,000円
　　　③16,900円　④36,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ｘ

座間市立市民文化会館
（ハーモニーホール座間）
＜大＞1,310席
＜小＞�可動160〜410席

252-0021座間市緑ケ丘1-1-2
電◯046-255-1100
Ⓕ046-252-8787

� （1995年）

＜大＞①24,460円　② 46,890円
　　　③61,160円　④132,510円
＜小＞① 6,620円　② 12,020円
　　　③16,000円　④ 34,640円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＳ6，ＣＦⅢ

逗子文化プラザホール
＜なぎさホール＞555席
（車椅子席3，親子室）
＜さざなみホール＞�
160席（可動）

249-0006逗子市逗子4-2-10
電◯046-870-6622
Ⓕ046-870-6612

＜な＞①15,000円　②20,000円
　　　③25,000円　④60,000円
＜さ＞① 4,500円　② 6,000円
　　　③ 7,500円　④18,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

茅ヶ崎市民文化会館
＜大＞1,381席
＜小＞�384席

253-0041茅ヶ崎市茅ヶ崎1-11-1
電◯0467-85-1123
Ⓕ0467-86-2754
� （1980年）

＜大＞①28,020円　② 51,630円
　　　③73,780円　④147,560円
＜小＞① 7,790円　②14,350円
　　　③20,510円　④41,020円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｓ6A，ＣＳⅡ

津久井中央公民館ホール
415席（内車椅子席3）

252-5172相模原市緑区中野633-1
電◯042-784-3211
Ⓕ042-780-2555

　　　① 6,300円　② 8,400円
　　　③10,500円　④25,200円

Ⓨフルコン

https://www.kawasaki-shiminplaza.jp
https://www.sagamiko-kouryu.jp/
http://www.hall-net.or.jp/01greenhall/
http://www.ny.airnet.ne.jp/harmony/
http://www.chigasaki-hall.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（神奈川県）

二宮町生涯学習センター
（ラディアン）
497席（車椅子席5）

259-0123神奈川県中郡二宮町二
宮1240-10
電◯0463-72-6911
Ⓕ0463-72-6914� （2000年）

　　　①10,900円　②15,350円
　　　③17,800円　④44,050円

ⓈＤ-274
P東洋ピアノ製アポロ
160×160

秦野市文化会館
（クアーズテック秦野カルチ
ャーホール）
＜大＞1,455席
＜小＞�498席

257-0015秦野市平沢82
電◯0463-81-1211
Ⓕ0463-81-9080

� （1980年）

＜大＞①28,000円　② 50,000円
　　　③64,000円　④142,000円
＜小＞① 8,000円　② 14,000円
　　　③19,000円　④ 41,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＳⅡ

はまぎんホールヴィアマーレ
517席

220-8611横浜市西区みなとみら
い3-1-1横浜銀行本店ビル1Ｆ
電◯045-225-2173
Ⓕ045-225-2183

　　　① 64,800円　② 97,200円
　　　③108,000円　④216,000円

（税込）

ⓈＤ-274

葉山町福祉文化会館
488席

240-0112神奈川県三浦郡葉山町
堀内2220
電◯046-876-1871
Ⓕ046-876-2855� （1988年）

　　　① 4,800円　② 7,500円
　　　③11,500円　④23,800円

ⓈＤ

フィリアホール
（横浜市青葉区民文化センタ
ー）
500席

227-8555横浜市青葉区青葉台2-1-
1青葉台東急スクエアSouth-1�本
館5階
電◯045-985-8555
Ⓕ045-985-8560� （1993年）

　　　①＋②33,000円
　　　②＋③47,000円
　　　　　④57,500円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ

藤沢市湘南台文化センター
市民シアター
600席

252-0804藤沢市湘南台1-8
電◯0466-45-1550
Ⓕ0466-45-1551� （1990年）

　　　①14,600円　②26,200円
　　　③36,300円　④77,100円

ⓎＣＦⅢ

藤沢市民会館
＜大＞1,380席
＜小＞�434席

251-0026藤沢市鵠沼東8-1
電◯0466-23-2415
Ⓕ0466-25-1525

＜大＞①29,100円　② 54,900円
　　　③73,200円　④157,200円
＜小＞① 9,300円　② 15,500円
　　　③21,800円　④ 46,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

藤沢リラホール
（リラホール）
200席

251-0025藤沢市鵠沼石上1-1-15藤
沢リラ5Ｆ
電◯0466-22-2721
Ⓕ0466-24-6523

　　　①48,000円　②63,000円
　　　③70,000円

ⓈＤ
ⓎＣ7Ｂ

松田町民文化センター
1,018席

258-0003神奈川県足柄上郡松田
町松田惣領2078
電◯0465-83-7021
Ⓕ0465-83-7025

　　　①11,880円　②22,680円
　　　③30,240円　④64,800円

（税込）

Ⓨフルコン

三浦市民ホール
＜シーサイドホール＞206席

283-0243三浦市三崎5-3-1
電◯046-881-6721（内線206）
Ⓕ046-881-6722

　　　① 6,170円　② 8,230円
　　　③12,340円　④22,630円

ⓈＤ-274

南足柄市文化会館
＜大＞1,110席
（内車椅子席2）
＜小＞�292席（可動）

250-0105南足柄市関本415-1
電◯0465-73-5111
Ⓕ0465-73-5115

＜大＞①21,120円　② 39,600円
　　　③48,840円　④109,560円
＜小＞① 5,720円　②10,010円
　　　③14,300円　④30,030円

ⓈＤ-274，Ｃ-227

ミューザ川崎シンフォニー
ホール
1997席（内車椅子席10）

212-8557川崎市幸区大宮町1310
電◯044-520-0100
Ⓕ044-520-0103
� （2004年）

　　　①258,000円　②��403,000円
　　　③571,000円　④1,120,000円
　　（利用客席数により別途設定有）

ⓈＤ-274×3　ⓎＣＦⅢ
Ⓟクーン社製71ストップ
▪ガルニエ社製4ストッ
プポジティフオルガン

杜のホールはしもと
535席（車椅子席4）

252-0143相模原市緑区橋本3-28-1
ミウィ橋本7Ｆ
電◯042-775-3811
Ⓕ042-700-2666� （2001年）

　　　①20,800円　② 36,400円
　　　③46,800円　④104,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳA

山手ゲーテ座
＜ホール＞100席

231-0862横浜市中区山手町254
岩崎博物館（ゲーテ座記念）内
電◯045-623-2111
Ⓕ045-623-2257� （1980年）

　　　①24,200円　②36,300円
　　　③41,800円　④96,800円

（税込）

ⓈＤ-274

やまと芸術文化ホール
＜大＞1,007席
＜小＞272席

242-0016大和市大和南1-8-1
電◯046-259-7591
Ⓕ046-263-5666

＜大＞①22,900円　② 38,600円
　　　③52,800円　④114,300円
＜小＞① 7,900円　② 11,600円
　　　③12,700円　④ 32,200円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

http://www.city.hadano.kanagawa.jp
http://www.philiahall.com/
http://fujisawalyra.com
https://kawasaki-sym-hall.jp
http://hall-net.or.jp/02hashimoto
http://www.iwasaki.ac.jp/museum/
https://yamato-bunka.jp/hall/


全国都道府県別会館・ホール便覧（神奈川県）

横須賀芸術劇場
＜よこすか芸術劇場
（大劇場）＞1806席
＜ヨコスカ・ベイサイド・ポ
ケット（小劇場）＞574席

238-0041横須賀市本町3-27
電◯046-828-1600
Ⓕ046-828-1623

� （1994年）

＜よ＞① 56,570円　②108,000円
　　　③133,710円　④257,140円
＜ヨ＞① 14,400円　② 26,740円
　　　③ 33,940円　④ 64,800円

（税込）

ⓈＤ×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ700Ｅ

横須賀市はまゆう会館
516席（車椅子席10）

238-0031横須賀市衣笠栄町1-47
電◯046-852-1166
Ⓕ046-852-1180� （1983年）

　　　① 5,140円　② 8,230円
　　　③12,340円　④25,710円

（税込）

ⓎＣＦ

横須賀市文化会館
＜大＞1,098席（車椅子席12）
＜中＞ �250席

238-0016横須賀市深田台50
電◯046-823-2950
Ⓕ046-823-6547
� （1965年）

＜大＞①12,340円　②20,570円
　　　③30,860円　④63,770円
＜中＞① 3,090円　② 4,110円
　　　③ 5,140円　④12,340円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ3

横浜市旭区民文化センター
（サンハート）
＜ホール＞可動300席
＜音楽ホール＞�固定103席

241-0821横浜市旭区二俣川1-3
二俣川ライフ5Ｆ
電◯045-364-3810
Ⓕ045-391-6930

＜ホ＞① 9,500円　②13,500円
　　　③15,000円　④38,000円
＜音＞① 3,300円　② 4,500円
　　　③ 4,700円　④12,500円

（税込）

ⓎＣＦＸ
ⓈＤ-274

横浜市泉区民文化センター
（テアトルフォンテ）
386席

245-0023横浜市泉区和泉中央南
5-4-13
電◯045-805-4000
Ⓕ045-805-4100

　　　①12,500円　②17,500円
　　　③19,500円　④49,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

横浜市磯子区民文化センター
（杉田劇場）
310席（親子室有）

235-0033横浜市磯子区杉田1-1-1
電◯045-771-1212
Ⓕ045-770-5656

　　　①10,000円　②16,500円
　　　③14,000円　④40,500円

ⓎＣＦⅢＳ

横浜市岩間市民プラザ ★
181席

240-0004横浜市保土ヶ谷区岩間
町1-7-15
電◯045-337-0011
Ⓕ045-337-2500

　　　①6,000円　 ② 7,500円
　　　③9,000円　 ④22,500円

ⓎＣＦⅢＳ

横浜市神奈川区民文化センタ
ー

（かなっくホール）
300席

221-0044横浜市神奈川区東神奈
川1-10-1
電◯045-440-1211
Ⓕ045-440-1139� （2004年）

　　　① 8,000円　②15,000円
　　　③15,000円　④38,000円

ⓎＣＦⅢＳ

横浜市港南区民文化センター
（ひまわりの郷）
381席

233-0002横浜市港南区上大岡西
1-6-1
電◯045-848-0800
Ⓕ045-848-0801

　　　①12,500円　②17,500円
　　　③19,500円　④49,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

横浜市栄区民文化センター
（リリス）
300席

247-0007横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-
1
電◯045-896-2000
Ⓕ045-896-2200� （1998年）

　　　① 9,500円　②13,500円
　　　③15,000円　④38,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎNEW�ＣＦⅢＳ

横浜市市民文化会館
関内ホール
＜大＞1,038席
＜小＞ �264席

231-8455横浜市中区住吉町4-42-1
電◯045-662-1221
Ⓕ045-662-2050

＜大＞① 40,000円　② 53,000円
　　　③ 59,000円　④152,000円
＜小＞①  9,000円　② 12,000円
　　　③ 12,500円　④ 33,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ　ＣＦⅢＳA

横浜市鶴見区民文化センター
（サルビアホール）
＜ホール＞546席（車椅子席2，
親子室あり）
＜音楽ホール＞100席

230-0051横浜市鶴見区鶴見中央
1-31-2シークレイン内
電◯045-511-5711
Ⓕ045-511-5712
� （2011年）

＜ホ＞①20,000円　②25,000円
　　　③25,000円　④70,000円
＜音＞① 3,300円　② 4,600円
　　　③ 4,600円　④12,500円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6Ｂ

横浜市戸塚区民文化センター
（さくらプラザ）
451席（車椅子席2，親子席6）

244-0003横浜市戸塚区戸塚町16-
17戸塚区総合庁舎内4F
電◯045-866-2501
Ⓕ045-866-2502� （2013年）

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③23,000円　④58,000円

（税込）

ⓈＤ-274

横浜市緑区民文化センター
（みどりアートパーク）
334席＋車椅子席2＋親子室席
6

226-0027横浜市緑区長津田2-1-3
電◯045-986-2441
Ⓕ045-986-2445

　　　①10,500円　②15,000円
　　　③17,500円　④43,000円

ⓎＣＦＸ

https://www.yokosuka-arts.or.jp
http://www.hamayu.yokosuka-bunka.info
https://www.yokosuka-bunka.info/
http://kanack-hall.info
http://www.lilis.jp
http://salvia-hall.jp
https://totsuka.hall-info.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（神奈川県・山梨県）

横浜みなとみらいホール
＜大＞2,020席
＜小＞ 440席

220-0012横浜市西区みなとみら
い2-3-6
電◯045-682-2020
Ⓕ045-682-2023

＜大＞①162,000円　②250,000円
　　　③358,000円　④693,000円
（入場料の最高額が2,000円までの場合）
＜小＞① 22,000円　② 34,000円
　　　③ 49,000円　④ 94,500円
（入場料の最高額が3,000円までの場合）

ⓈⓎフルコン×2
Ⓑフルコン
ⓅC.B.フィスク社製62ス
トップ

　〔山　梨　県〕

大月市民会館
757席

401-0012大月市御太刀2-11-22
電◯0554-22-4811
Ⓕ0554-22-4814� （1980年）

　　　① 5,500円　② 7,700円
　　　③10,010円　④23,210円

（冷暖費別税込）

Ⓨグランド

甲斐市双葉ふれあい文化館
506席

400-0105甲斐市下今井230
電◯0551-20-3660
Ⓕ0551-20-3680� （1995年）

　　　① 5,000円　② 7,000円
　　　③10,000円　④22,000円

ⒷMod.�280
ⓀEX

河口湖円形ホール
100席

401-0304山梨県南都留郡富士河
口湖町河口3030
電◯0555-76-8822
Ⓕ0555-72-5578� （1996年）

　　　①10,000円　②14,000円
　　　③18,000円　④40,000円

Ⓑ200ヨハン・シュトラ
ウス
�Ｂ◇�GP-193　

河口湖ステラシアター
＜大＞2,991席（車椅子席18）
＜小＞�可動200席

401-0301山梨県南都留郡富士河
口湖町船津5577
電◯0555-72-5577
Ⓕ0555-72-5578� （1995年）

＜大＞①21,000円　②28,000円
　　　③23,000円　④65,000円
＜小＞① 1,500円　② 2,500円
　　　③ 2,000円　④ 5,000円

ⓎS6

高根ふれあい交流ホール
（八ヶ岳やまびこホール）
415席（他可動82席）

408-0002北杜市高根町村山北割
3315
電◯0551-46-1013� （2002年）

　　　① 5,240円　② 7,330円
　　　③10,480円　④23,050円

（税込）

ⒷMod.�290
ⒷMod.�200

東京エレクトロン韮崎文化ホ
ール（BREEZE）
＜大＞1,000席
＜小＞�300席

407-0002韮崎市藤井町坂井205
電◯0551-20-1155
Ⓕ0551-22-1919

＜大＞①18,000円　②27,000円
　　　③37,000円　④75,000円
＜小＞① 5,000円　② 8,000円
　　　③11,000円　④23,000円

Ⓢ　Ⓚ　Ⓒ　Ⓑ
▪ポジティフオルガン，
コントラバス，ティンパ
ニ

桃源文化会館
＜桃源ホール＞固定730席
（可動26席，車椅子席2）

400-0222南アルプス市飯野2971
電◯055-284-3411
Ⓕ055-282-7798� （1984年）

　　　① 9,400円　②15,800円
　　　③20,400円　④45,600円

（税込）

Ⓢフルコン　Ⓨセミコン
Ⓟベルナール・オーベル
タン社製48ストップ

富士川町ますほ文化ホール
538名

400-0503山梨県南巨摩郡富士川
町天神中條820-1
電◯0556-22-8811
Ⓕ0556-22-8815

　　　① 7,200円　②11,930円
　　　③15,530円　④34,660円

（税込）

Ⓢフルコン　Ⓨフルコン
Ⓚセミコン
▪ポジティフオルガン
ティンパニー×3
コントラバス×2

富士五湖文化センター
＜ふじさんホール＞802席
＜小＞189席

403-0013富士吉田市緑ヶ丘
2-5-23
電◯0555-23-3100
Ⓕ0555-23-3101
� （2011年）

＜ふ＞①24,740円　②33,000円
　　　③41,240円　④98,980円
＜小＞① 7,920円　②10,560円
　　　③13,200円　④31,680円

（市外利用者・税込）

ⓈＤ-274，Ｂ-211

身延町総合文化会館
400席

409-2523山梨県南巨摩郡身延町
波木井407
電◯0556-62-2110
Ⓕ0556-62-3523

　　　① 6,000円　②10,000円
　　　③13,000円　④27,000円

ⓈＤ-274
Ⓑ200
Ⓨ根津ピアノ

都の杜うぐいすホール
＜大＞828席
＜小＞�300席（可動）

402-0053都留市上谷1888-1
電◯0554-43-1515
Ⓕ0554-43-1516

＜大＞①16,780円　②24,110円
　　　③34,600円　④75,490円
＜小＞① 7,340円　② 9,430円
　　　③13,620円　④30,390円

（税込）

Ⓢフルコン×2
▪ティンパニ，コントラ
バス

山梨市民会館 ★
固定440席（車椅子席3）

405-0031山梨市万力1830
電◯0553-22-9611
Ⓕ0553-20-1199� （1977年）

　　　①3,420円　② 6,850円
　　　③8,230円　④17,150円

（税込）

Ⓨフルコン

YCC県民文化ホール
（山梨県立県民文化ホール）
＜大＞1,989席（車椅子席15）
＜小＞�700席（車椅子席4）

400-0033甲府市寿町26-1
電◯055-228-9131
Ⓕ055-228-9137

� （1982年）

＜大＞① 30,470円　② 89,870円
　　　③107,140円　④216,810円
＜小＞① 21,780円　② 25,850円
　　　③ 36,410円　④ 79,420円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ×2，Ｃ5

https://www.stellartheater.jp/
https://www.stellartheater.jp/
http://shirane-togen.jp
http://www.mfi.or.jp/fcpa/
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp
http://www.yamanashi-kbh.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（長野県）

　〔長　野　県〕

あづみ野コンサートホール
100席

399-8303安曇野市穂高3987-8
電◯0263-82-6419
Ⓕ0263-82-9419

　　　①4,000円　②6,000円
　　　③8,000円

Ⓑ

飯田文化会館
＜大＞1,288席
＜小＞�200席

395-0051飯田市高羽町5-5-1
電◯0265-23-3552
Ⓕ0265-23-3533

＜大＞①18,900円　②28,400円
　　　③40,250円　④82,900円
＜小＞① 3,450円　② 5,200円
　　　③ 7,400円　④15,300円

Ⓢフルコン
Bフルコン
ⓎＣ7

飯山市文化交流館なちゅら
＜大＞500席
＜小＞171席

389-2253飯山市飯山1370-1
電◯0269-67-0311
Ⓕ0269-62-0054

� （2016年）

＜大＞① 9,880円　②13,340円
　　　③16,600円　④35,930円
＜小＞① 3,560円　② 4,780円
　　　③ 5,900円　④12,830円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

上田市交流文化芸術センター
サントミューゼ
＜大＞1,530席
＜小＞��320席

386-0025上田市天神3-15-15
電◯0268-27-2000
Ⓕ0268-27-2310

＜大＞①24,700円　②33,000円
　　　③41,200円　④88,000円
※全席使用の場合
＜小＞① 4,900円　② 6,600円
　　　③ 8,200円　④17,600円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦＸ

上田市丸子文化会館
（セレスホール）
＜中＞808席（車椅子席6）
＜小＞250席（移動式ステー
ジ）

386-0404上田市上丸子1488
電◯0268-42-0001
Ⓕ0268-42-3148

� （1993年）

＜中＞①14,200円　②22,400円
　　　③28,500円　④65,000円

（税込）

ⓎＳ700Ｅ
ⒷMod.290インペリアル

大町市文化会館
（エコーホール）
固定1,144席

398-0002大町市大町1601-2
電◯0261-22-9988
Ⓕ0261-22-9849

　　　①15,450円　②23,690円
　　　③29,870円　④69,010円

（税込）

ⓈＤ-274

岡谷市文化会館
（カノラホール）
＜大＞1,446席
＜小＞��300席

394-0029岡谷市幸町8-1
電◯0266-24-1300
Ⓕ0266-24-1412

� （1989年）

＜大＞①15,720円　②27,240円
　　　③31,430円　④66,950円
＜小＞① 4,190円　② 8,380円
　　　③ 9,430円　④19,800円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン×2
▪ハープ

奥志賀高原森の音楽堂 ★
180席
（全体で300〜400席）

381-0405長野県下高井郡山ノ内
町奥志賀高原
奥志賀高原ホテル
電◯0269-34-2034
Ⓕ0269-34-2827

4時間70,000円
　④120,000円

ⓈＤ-274

軽井沢大賀ホール
784席
（内立見席38）
（他，合唱席40，車椅子席4）

389-0104長野県北佐久郡軽井沢
町軽井沢東28-4
電◯0267-42-0055
Ⓕ0267-42-0058� （2005年）

　　　①17,600円　②28,600円
　　　③31,900円　④78,100円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

川上村文化センター
＜うぐいすホール＞500席
（内車椅子席6，立見200名）
＜からまつ広場＞300席

384-1405長野県南佐久郡川上村
大字大深山348-9
電◯0267-97-2000
Ⓕ0267-97-2033

＜う＞① 8,400円　②13,200円
　　　③16,200円　④33,900円
＜か＞① 6,450円　②10,650円
　　　③12,450円　④27,150円
（冷暖房使用の場合）

Ⓢハンブルグ製D型
Ⓢニューヨーク製B型

木曽文化公園文化ホール ★
716席

399-6101長野県木曽郡木曽町日
義4898-37
電◯0264-23-8011
Ⓕ0264-23-8018� （1990年）

　　　①12,800円　②20,200円
　　　③25,600円　④58,600円

Ⓢフルコン

キッセイ文化ホール
（長野県松本文化会館）
＜大＞2,000席
＜中＞ �746席
※改修工事�2020年7月末まで，
中ホールのみ6月末まで

390-0311松本市水汲69-2
電◯0263-34-7100
Ⓕ0263-34-7101

� （1992年）

＜大＞①42,500円　② 72,300円
　　　③85,000円　④179,800円
＜中＞①14,300円　② 24,300円
　　　③28,600円　④ 60,500円

（税込）

ⓈＤ-274　ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢ

小海町音楽堂ヤルヴィホール
200席

384-1103長野県南佐久郡小海町
豊里285北牧楽集館
電◯0267-92-4391
Ⓕ0267-92-4444

駒ケ根市文化会館
986席

399-4115駒ケ根市上穂栄町23-1
電◯0265-83-1130
Ⓕ0265-83-0826

　　　①14,400円　②22,600円
　　　③27,700円　④65,800円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

http://iiyama-natura.jp/
http://www.city.ueda.nagano.jp/mbunkak/tanoshimu/shiminkaikan/maruko/index.html
http://canora.or.jp/
http://www.ohgahall.or.jp/index.php
http://www.kisoji.com/kisobunka
http://www.matsubun.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（長野県）

小諸市文化会館
706席（車椅子席6）

384-0801小諸市甲1275-2
電◯0267-23-8880
Ⓕ0267-25-2224

　　　①13,500円　②19,500円
　　　③24,000円　④55,500円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

佐久市コスモホール
＜大＞800席（内車椅子席8）
＜小＞250席
※台風19号被災により休館中

384-0303佐久市下小田切124-1
電◯0267-82-3962
Ⓕ0267-82-3986

� （1991年）

＜大＞①14,660円　②23,040円
　　　③29,330円　④67,030円
＜小＞① 3,140円　② 4,190円
　　　③ 5,230円　④12,560円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

塩尻市文化会館
（レザンホール）
＜大＞1,206席
（内車椅子席4，親子席12）
＜中＞ 409席
（内車椅子席2，親子席10）

399-0738塩尻市大門七番町4-8
電◯0263-53-5503
Ⓕ0263-54-1103

＜大＞①18,860円　②26,200円
　　　③31,450円　④76,510円
＜中＞① 5,230円　② 7,330円
　　　③ 9,430円　④21,990円

（税込）

ⓈＤ-274×2

下諏訪総合文化センター
＜やまびこホール＞700席
＜あすなろホール＞300席

393-8501長野県諏訪郡下諏訪町
西鷹野町4611-40
電◯0266-28-0018
Ⓕ0266-28-0131

＜や＞①14,000円　②21,600円
　　　③27,000円　④62,600円
＜あ＞① 4,300円　② 6,400円
　　　③ 8,600円　④19,300円

ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290インペリアル

信州国際音楽村ホールこだま
300席

386-0411上田市生田2937-1
電◯0268-42-3436
Ⓕ0268-42-3948� （1987年）

　　　①10,100円　②14,200円
　　　③20,300円　④40,500円

（税込）

ⓈＤ×2

須坂市文化会館メセナホール
〈大〉1,124席（車椅子席7）
〈小〉305席（電動移動190席，
移動115席）
※2021.1〜12月工事で使用不
可

382-0098須坂市墨坂南4-5-1
電◯026-245-1800
Ⓕ026-248-6611

� （1991年）

＜大＞①33,000円　② 48,000円
　　　③58,000円　④139,000円
＜小＞① 8,000円　② 13,000円
　　　③17,000円　④ 38,000円
（入場料3,000円以上の場合）

ⓈＤ-274，Ｃ-227
ⓎＣＦⅢ×2

辰野町民会館
717席

399-0493長野県上伊那郡辰野町
中央1
電◯0266-41-1681
Ⓕ0266-41-3379� （1987年）

　　　①20,000円　②26,000円
　　　③29,000円　④75,000円

ⓎＣＦⅢ

千曲市上山田文化会館 ★
952席

389-0821千曲市上山田温泉3-1-1
電◯026-275-0500
Ⓕ026-276-7330� （1980年）

　　　①16,100円　②24,100円
　　　③32,200円　④68,700円

ⓎＣＦ

千曲市更埴文化会館
（あんずホール）
＜大＞760席
＜小＞可動200席

387-0011千曲市杭瀬一丁目64番
地
電◯026-273-1880
Ⓕ026-273-1885
� （1990年）

＜大＞①14,000円　②21,000円
　　　③28,000円　④59,800円
＜小＞① 4,900円　② 7,350円
　　　③ 9,800円　④20,900円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｇ5Ｂ

茅野市民館
＜マルチホール＞780席
＜コンサートホール＞�300席

391-0002茅野市塚原一丁目1番1
号
電◯0266-82-8222
Ⓕ0266-82-8223

＜マ＞①17,490円　②25,710円
　　　③31,890円　④74,060円
＜コ＞① 7,200円　② 9,260円
　　　③14,400円　④27,770円

ⒷMod.280
ⓀＥＸ，#800

東御市文化会館 ★
（サンテラスホール）
763席（内固定701席，可動48
席，車椅子席9，母子席5）

389-0515東御市常田505-1
電◯0268-62-3700
Ⓕ0268-62-3262
� （1991年）

　　　①14,250円　②21,380円
　　　③26,480円　④62,120円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

中澤ホール ★
最大80席（可動）

386-0012上田市中央6-3-26
電◯0268-24-7657
Ⓕ0268-24-0123

1時間3,500円 Ⓖ

長野県伊那文化会館 ★
＜大＞1,512席
＜小＞ 436席

396-0026伊那市西町5776
電◯0265-73-8822
Ⓕ0265-73-8599

＜大＞①31,000円　② 53,000円
　　　③62,000円　④131,000円
＜小＞① 8,000円　② 14,000円
　　　③16,000円　④ 34,000円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｂ-211
ⓎＣＦ
ⒷMod.290

長野市芸術館 ★
＜メインホール＞1,292席
＜リサイタルホール＞�293席

＜アクトスペース＞�可動230席

380-8512長野市大字鶴賀緑町1613
電◯026-219-3100
Ⓕ026-219-3110

� （2016年）

＜メ＞①34,000円　② 52,200円
　　　③58,900円　④130,500円
＜リ＞①13,000円　② 20,000円
　　　③22,600円　④ 50,000円
＜ア＞① 7,100円　② 11,000円
　　　③12,400円　④ 27,400円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦＸ

http://www.ongakumura.jp
http://www.culture-suzaka.or.jp/mesena/
http://www.nagano-arts.or.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（長野県・静岡県）

長野市松代文化ホール
328席（内可動10席）

381-1231長野市松代町松代515番
地2
電◯026-278-4373
Ⓕ026-274-5618� （1989年）

　　　① 4,600円　② 6,900円
　　　③ 9,100円　④14,700円
（入場料2,000円以下の場合）

ⒷMod.�275

ホクト文化ホール
（長野県県民文化会館）
＜大＞1,971席
＜中＞�984席
＜小＞�300席

380-0928長野市若里1-1-3
電◯026-226-0008
Ⓕ026-226-1574

＜大＞①44,000円　② 75,000円
　　　③88,000円　④186,000円
＜中＞①25,000円　② 43,000円
　　　③50,000円　④106,000円
＜小＞① 6,000円　② 10,000円
　　　③12,000円　④ 25,000円

ⓈＤ型，Ｂ型
ⓎＣＦ，Ｃ5
Ⓒノイペルト社バッハ型
Ⓟカサバン・フレール社
製Op.�3427

松本市音楽文化ホール ★
（ザ・ハーモニーホール）
＜メイン＞693席
＜小＞180席

390-0851松本市島内4351
電◯0263-47-2004
Ⓕ0263-47-2383

� （1985年）

＜メ＞①14,660円　②20,950円
　　　③28,280円　④51,120円
＜小＞① 4,080円　② 5,860円
　　　③ 8,060円　④14,450円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290　ⓀＥＸ
ⒸL.P.Gファン・エメリッ
ク製作
Ⓟ河合楽器製作所製
▪マルク・ガルニエ・オ
ルグ・ジャポン社製ポジ
ティフオルガン

まつもと市民芸術館
＜主＞最大1,800席
＜小＞240席

390-0815松本市深志3-10-1
電◯0263-33-3800
Ⓕ0263-33-3830

� （2004年）

＜主＞1,800席使用の場合
　　　①31,420円　② 44,000円
　　　③53,420円　④115,950円
＜小＞① 4,190円　②  5,860円
　　　③ 7,120円　④ 15,450円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢS

八ヶ岳高原音楽堂
最大収容250名

384-1302長野県南佐久郡南牧村
海ノ口2244-1八ヶ岳高原海ノ口
自然郷
電◯0267-98-2131
Ⓕ0267-98-3133

利用は9：30〜21：30の間の6時間
　108,000円〜324,000円

（税込）

ⒷMod.225
ⓈＣ型

　〔静　岡　県〕

アクトシティ浜松
＜大＞2,336席
（または1,582席）
＜中＞1,030席

430-7790浜松市中区板屋町
111-1
電◯053-451-1111
Ⓕ053-451-1123

� （1994年）

＜大＞① 93,970円　②140,950円
　　　③186,840円　④373,730円
＜中＞① 48,030円　② 72,600円
　　　③ 96,060円　④192,180円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ，ＣＦⅢＳ
ⒷMod.290
ⓀＳＫ-ＥＸ，ＥＸ
ⒸカワイTD-280
Ⓟパスカル・コワラン社
製

伊豆の国市長岡総合会館
（アクシスかつらぎ）
＜大＞998席
（身障者3，親子席6）
＜多目的＞400人

410-2201伊豆の国市古奈255
電◯055-948-0225
Ⓕ055-948-0855

� （1993年）

＜大＞①23,630円　②23,630円
　　　③34,940円　④82,200円
＜多＞①11,300円　②11,300円
　　　③16,440円　④39,040円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，Ｇ5

伊東市観光会館
1,007席

414-0024伊東市和田1-16-1
電◯0557-37-7135
Ⓕ0557-37-7136� （1966年）

　　　①12,000円　②23,000円
　　　③28,000円　④56,000円

ⓎＣＦ

磐田市民文化会館
1,500席

438-0073磐田市二之宮東3-2
電◯0538-35-6861
Ⓕ0538-35-4310

　　　①18,200円　②31,860円
　　　③41,250円　④91,310円

（税込）

ⓈD
ⓎＣＦ

小山町総合文化会館
＜大＞996席

410-1321静岡県駿東郡小山町阿
多野130
電◯0550-76-5700
Ⓕ0550-76-3290

　　　①16,800円　②22,500円
　　　③28,200円　④67,500円

ⓈＤ-274

掛川市文化会館シオーネ
＜大＞652席

437-1421掛川市大坂7373
電◯0537-72-1234
Ⓕ0537-63-3305

　　　① 8,020円　②12,030円
　　　③16,040円　④36,090円

ⓎＣＦⅢＳ×2

菊川文化会館アエル
＜大＞1,201席
（内車椅子席２）
＜小＞�定員294名（可動席）

439-0018菊川市本所2488-2
電◯0537-35-1515
Ⓕ0537-35-1517

� （1992年）

＜大＞①14,300円　②23,100円
　　　③28,600円　④57,200円
＜小＞① 4,290円　② 6,930円
　　　③ 8,580円　④17,160円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＲＸ-ＡＮ

https://www.harmonyhall.jp
https://www.actcity.jp/
http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
http://itokousya.sun.bindcloud.jp
http://kikugawa-ael.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（静岡県）

御殿場市民会館
＜大＞固定1,147席
（車椅子席６）
＜小＞�400席

412-0042御殿場市萩原183-1
電◯0550-83-8000
Ⓕ0550-83-8003

� （1955年）

＜大＞①20,950円　② 40,850円
　　　③51,320円　④102,650円
＜小＞① 6,280円　②12,030円
　　　③16,230円　④31,950円
　　　（市外・平日料金）

ⓈＤ-274
Ⓨフルコン，セミコン
Ⓚセミコン

サールナートホール
245席

420-0857静岡市葵区御幸町11-14
電◯054-273-7450
Ⓕ054-250-0280

一般への貸出しをしておりません。 ⒷMod.225

静岡音楽館AOI
618席

420-0851静岡市葵区黒金町1-9
電◯054-251-2200
Ⓕ054-253-3322
� （1995年）

　　　①37,150円　②46,100円
　　　③57,650円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⒷMod.290
Ⓟアルフレッド・ケルン
社製
Ⓒ吉田令.18c.フレンチ

静岡県コンベンションアーツ
センター（グランシップ） ★
＜大ホール・海＞4,626席
＜中ホール・大地＞879席

422-8019静岡市駿河区東静岡2-3-
1
電◯054-203-5710
Ⓕ054-203-5716
� （1999年）

＜大＞① 59,000円　② 88,600円
　　　③118,100円　④255,600円
＜中＞① 26,400円　② 39,700円
　　　③ 52,900円　④114,400円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ
ⓈＤ-274

静岡市清水文化会館マリナー
ト
＜大＞1,513席
＜小＞��292席

424-0823静岡市清水区島崎町214
電◯054-353-8885
Ⓕ054-353-8111
� （2012年）

＜大＞①33,610円　② 41,750円
　　　③59,070円　④134,430円
＜小＞①13,240円　②17,310円
　　　③24,440円　④54,990円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ，ＣＦⅢＳ

静岡市民文化会館
＜大＞1,968席
＜中＞1,170席

420-0856静岡市葵区駿府町2-90
電◯054-251-3751
Ⓕ054-251-9219

� （1978年）

＜大＞①26,400円　②31,900円
　　　③39,600円　④97,900円
＜中＞①20,900円　②25,300円
　　　③31,900円　④78,100円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＦ
ⒷMod.290インペリアル
ⓀＫＧ-8Ｃ

島田市民総合施設プラザおお
るり
661席（身障者席3）

427-0042島田市中央町5-1
電◯0547-36-7222
Ⓕ0547-37-8696

　　　① 7,560円　②10,800円
　　　③14,040円　④32,400円

ⓀＥＸフルコン
ⒷMod.290インペリアル

下田市民文化会館
（まいまいホール）
＜大＞801席
＜小＞200席

415-0024下田市四丁目1-2
電◯0558-23-5151
Ⓕ0558-23-5311

＜大＞①14,670円　②25,140円
　　　③31,430円　④66,000円
＜小＞① 6,290円　② 8,380円
　　　③10,480円　④24,100円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓚフルコン

裾野市民文化センター
（アザレアホール）
＜大＞1,190席
＜小＞344席

410-1117裾野市石脇586
電◯055-993-9300
Ⓕ055-993-9432

� （1991年）

＜大＞①16,500円　②24,100円
　　　③31,430円　④72,030円
＜小＞① 6,930円　②11,000円
　　　③15,400円　④33,330円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ

長泉町文化センター
（ベルフォーレ）
800席（内可動194席，車椅子
席2）

411-0943静岡県駿東郡長泉町下
土狩821-1
電◯055-989-0001
Ⓕ055-989-0500� （1996年）

　　　①18,000円　②22,000円
　　　③30,000円　④70,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.290インペリアル
ⒸカワイＤＤ300

なゆたホール
可動406席

434-0038浜松市浜北区貴布袮
3000なゆた・浜北3F
電◯053-586-6200
Ⓕ053-586-6240

　　　① 8,490円　② 9,900円
　　　③11,320円　④29,710円

ⓎNEW�S6A
ⓀRX-6A

沼津市民文化センター
＜大＞1,516席
＜小＞�526席

410-0832沼津市御幸町15-1
電◯055-932-6111
Ⓕ055-933-2049

� （1982年）

＜大＞①16,760円　②25,140円
　　　③33,520円　④75,420円
＜小＞① 7,330円　②11,520円
　　　③14,660円　④33,510円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳＡ

浜松市天竜壬生ホール
507席

431-3314浜松市天竜区二俣町二
俣20-2
電◯053-922-3301
Ⓕ053-922-3300� （2002年）

　　　①6,230円　② 8,300円
　　　③9,090円　④23,620円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

浜松市浜北文化センター
＜大＞1,208席
＜小＞��306席

434-0038浜松市浜北区貴布祢
291-1
電◯053-586-5151
Ⓕ053-586-5153
� （1981年）

＜大＞①13,200円　②23,760円
　　　③31,680円　④68,640円
＜小＞① 3,960円　② 6,600円
　　　③ 8,150円　④18,710円

（税込）

Ⓨフルコン×2
Ⓚフルコン

http://www.granship.or.jp
http://www.marinart.jp/
http://www.scch.shizuoka-city.or.jp/
http://shimoda.main.jp/earth/
https://susono-bunka.jp
http://nagaizumi-culture-c.jp
https://numazu-kousya.jp/culture/
http://www.hcf.or.jp/facilities/mibu/
http://www.hcf.or.jp/facilities/hkb/


全国都道府県別会館・ホール便覧（静岡県・愛知県）

浜松市雄踏文化センター
604席

431-0102浜松市西区雄踏町字布
見5427
電◯053-596-1100
Ⓕ053-596-1771

　　　① 7,200円　②12,340円
　　　③14,400円　④33,940円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

袋井市月見の里学遊館
＜うさぎホール＞383席
（内車椅子席7）

437-0125袋井市上山梨32-1
電◯0538-49-3400
Ⓕ0538-49-3405

　　　①10,300円　②15,170円
　　　③15,170円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳＡ

藤枝市民会館
701席＋車椅子席4＋親子席10

426-8722藤枝市岡出山1-11-1
電◯054-643-3931
Ⓕ054-643-3966

　　　① 9,670円　②12,900円
　　　③17,420円　④39,990円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓀＫＧ-3Ｃ

富士市文化会館
（ロゼシアター）
〈大〉1,632席（車椅子席10）
〈中〉 �700席（　 〃 　 4）
〈小〉 �326席（　 〃 　 4）

416-0953富士市蓼原町1750
（公財）富士市文化振興財団
電◯0545-60-2510
Ⓕ0545-60-2505

＜大＞① 42,120円　② 64,800円
　　　③ 86,400円　④174,960円
＜中＞① 25,920円　② 38,880円
　　　③ 51,840円　④105,840円
＜小＞① 10,800円　② 16,200円
　　　③ 22,680円　④ 45,360円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

富士宮市民文化会館
1,218席

418-0067富士宮市宮町14-2
電◯0544-23-1237
Ⓕ0544-22-1494� （1981年）

　　　①13,200円　②22,000円
　　　③28,600円　④63,800円

（税込）

Ⓨフルコン

牧之原市相良総合センターい
〜ら
500席

421-0524牧之原市須々木140
電◯0548-52-5544
Ⓕ0548-52-5585� （2007年）

　　　① 9,430円　②12,570円
　　　③15,710円　④37,710円

ⓎＣＦⅢＳＡ，ＣＦ

三島市民文化会館 ★
（ゆうゆうホール）
＜大＞固定1,198席
＜小＞固定�355席

411-0036三島市一番町20-5
電◯055-976-4455
Ⓕ055-976-4458

� （1991年）

＜大＞①14,830円　②24,360円
　　　③31,780円　④70,970円
＜小＞① 6,350円　②10,590円
　　　③13,770円　④30,710円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＡ，ＣＦⅢＢ

焼津市大井川文化会館
（ミュージコ）
1,050席

421-0205焼津市宗高888
電◯054-622-8811
Ⓕ054-622-8822� （1991年）

　　　①11,000円　②19,800円
　　　③25,300円　④56,100円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

焼津市焼津文化会館
＜大＞1,300席
＜小＞�600席

425-8585焼津市三ケ名1550
電◯054-627-3111
Ⓕ054-628-5176

＜大＞①16,540円　②30,340円
　　　③38,620円　④85,500円
＜小＞① 8,270円　②13,780円
　　　③19,300円　④41,350円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ×2，Ｃ7Ａ

　〔愛　知　県〕

愛知県芸術劇場
＜大＞2,480席または1,880席
＜コンサートホール＞
1,800席
＜小＞最大330席

461-8525名古屋市東区東桜1-13-2
愛知芸術文化センター内
電◯052-971-5609
Ⓕ052-971-5646

� （1992年）

＜大＞（2,480席）
　　　①151,200円　②265,600円
　　　③379,900円　④668,800円
＜コ＞①109,600円　②192,700円
　　　③275,700円　④521,300円
＜小＞① 16,600円　② 30,100円
　　　③ 43,400円　④ 81,700円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274×3，Ｂ211
ⓎＣＦⅢ×3，ＣＦⅢＳ，
Ｃ７Ｅ
ⒷMod.290
Ⓟカール・シュッケ社製

愛知県女性総合センター
（ウィルあいち）
＜ウィルホール＞800席
（親子室有）

461-0016名古屋市東区上堅杉町1
電◯052-962-2511
Ⓕ052-962-2567
� （1996年）

　　　①43,000円　② 57,900円
　　　③57,900円　④143,400円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6

アイプラザ豊橋
1,469席

441-8141豊橋市草間町字東山
143-6
電◯0532-46-7181

　　　①37,600円　② 59,100円
　　　③77,300円　④174,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，Ｃ7Ｂ

渥美文化会館
＜文化ホール＞697席
（車椅子席3，母子室）

441-3695田原市古田町岡ノ越6-4
電◯0531-33-1000
Ⓕ0531-34-1010

　　　①4,620円　② 7,710円
　　　③7,710円　④20,040円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

あま市文化の杜美和文化会館
700席

490-1205あま市花正地先1-1
電◯052-449-1114
Ⓕ052-443-7496

　　　①25,940円　②25,940円
　　　③25,940円　④77,820円

ⓎＣＦⅢＳ

安城市民会館サルビアホール
1,200席

446-0041安城市桜町18-28
電◯0566-75-1151
Ⓕ0566-75-1152

　　　①22,050円　②35,700円
　　　③46,200円　④88,200円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

http://makinohara-shakyo.jp
http://www.mishima-youyouhall.com
https://www.aac.pref.aichi.jp
http://www.will.pref.aichi.jp/
http://miwabunka.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（愛知県）

一宮市民会館
1,588席

491-0028一宮市朝日2-5-1
電◯0586-71-2021
Ⓕ0586-71-2350

　　　①18,500円　②26,000円
　　　③31,500円　④70,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＳ

犬山市民文化会館（i-hall）
＜大＞1,096席（可動席124，
身障者席4，母子室席6）

484-0895犬山市羽黒摺墨11
電◯0588-67-2411
Ⓕ0588-67-9940

　　　①16,200円　②21,600円
　　　③32,400円　④64,800円

ⓎＣＦ

今池ガスホール ★
356席

464-0850名古屋市千種区今池
1-8-8今池ガスビル9F
電◯052-731-7670
Ⓕ052-731-7671

　　　①22,000円　②36,300円
　　　③42,900円　④79,200円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ａ

岡崎市シビックセンター
＜コンサートホール・コロネ
ット＞421席
（身障者席4・親子室有）

444-0813岡崎市羽根町字貴登野
15
電◯0564-72-5111
Ⓕ0564-72-5110� （2002年）

　　　①10,710円　②16,410円
　　　③18,560円　④41,130円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

岡崎市民会館
（あおいホール）
1,092席

444-0072岡崎市六供町字出崎15-
1
電◯0564-21-9121
Ⓕ0564-21-6973

　　　① 5,940円　②11,010円
　　　③13,170円　④25,920円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＧ5，ＣＦ

尾張旭市文化会館
＜文化会館ホール＞906席（内
車椅子席3）
＜あさひのホール＞293席（内
車椅子席4）

488-0803尾張旭市東大道町山の
内2410-11
電◯0561-54-8500
Ⓕ0561-52-4222
� （1981年）

＜文＞①11,000円　②22,000円
　　　③33,000円　④56,100円
＜あ＞① 3,300円　② 6,600円
　　　③ 9,900円　④16,830円

（税込）

ⓎＣＦ，Ｃ7×2

春日井市東部市民センター
495席

487-0011春日井市中央台2-2-1
電◯0568-92-8511
Ⓕ0568-91-1994

　　　① 8,000円　②11,000円
　　　③15,000円　④30,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

春日井市民会館
1,022席（車椅子席6）
文化フォーラム春日井・視聴
覚ホール
可動198席

486-0844春日井市鳥居松町5-44
電◯0568-81-5318
Ⓕ0568-82-8167� （1966年）
電◯0568-85-6868
Ⓕ0568-82-0213� （1999年）

　　　①11,000円　②15,000円
　　　③20,000円　④40,000円
　　　① 7,000円　② 9,400円
　　　③ 9,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ
ⓎＣＦⅢ
ⓀＲＸ-Ａ

蒲郡市民会館
＜大＞1,598席
＜中＞�516席

443-0035蒲郡市栄町3-30
電◯0533-67-5151
Ⓕ0533-67-5154

＜大＞①19,400円　②36,800円
　　　③46,900円　④92,000円
＜中＞① 8,200円　②15,600円
　　　③19,900円　④39,000円

Ⓢ
ⓎＣＦⅢ

刈谷市総合文化センター  ア
イリス
＜大＞1,541席
＜小＞282席

448-0858刈谷市若松町2-104
電◯0566-21-7430
Ⓕ0566-21-7440

� （2010年）

＜大＞①39,300円　② 52,000円
　　　③52,000円　④131,000円
＜小＞①13,700円　② 18,200円
　　　③18,200円　④ 45,700円
（市外利用者は1.5倍・税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン
▪ティンパニ

幸田町民会館
＜さくらホール＞1,004席
（車椅子席6，親子席6）
＜つばきホール＞400席
（車椅子席4，親子席6）
＜あじさいホール＞
可動216席

444-0103愛知県額田郡幸田町大
字大草字丸山60
電◯0564-63-1111
Ⓕ0564-63-5186

� （1996年）

＜さ＞①16,900円　②22,700円
　　　③27,000円　④60,000円
＜つ＞① 5,900円　② 9,500円
　　　③11,700円　④24,400円
＜あ＞① 4,200円　② 5,700円
　　　③ 6,000円　④15,900円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ3
ⓀＲＸ-2
▪ティンパニー，マリン
バほか

江南市民文化会館
＜大＞1,400席
＜小＞�427席

483-8177江南市北野町川石25-1
電◯0587-55-2321
Ⓕ0587-55-2354

＜大＞①22,050円　②22,050円
　　　③29,400円　④73,500円
＜小＞① 6,930円　② 6,930円
　　　③ 9,240円　④23,100円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

小牧市味岡市民センター
（公民館）
〈講堂〉500席（可動）

485-0006小牧市久保新町60
電◯0568-76-7000
Ⓕ0568-76-7288� （1996年）

　　　① 6,490円　② 9,790円
　　　③13,090円　④26,290円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

小牧市市民会館
1,334席

485-0041小牧市小牧2-107
電◯0568-77-8205
Ⓕ0568-77-8207

　　　①16,800円　②25,200円
　　　③33,600円　④67,200円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

小牧市まなび創造館
＜あさひホール＞306席
（車椅子席4）

485-0041小牧市小牧3-555
電◯0568-71-9848
Ⓕ0568-71-9840

　　　①3,880円　② 6,710円
　　　③7,870円　④15,840円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

http://www.gasbldg.net/
https://www.civic.okazaki.aichi.jp
http://shiminkaikan.com
http://www.owariasahi-bunkakaikan.jp/
https://kariya.hall-info.jp
http://www.happiness.kota.aichi.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（愛知県）

瀬戸蔵
＜つばきホール＞
350席（内車椅子席2）

489-0813瀬戸市蔵所町1-1
電◯0561-97-1555
Ⓕ0561-97-1557

　　　①10,680円　②16,020円
　　　③20,320円　④40,540円
（平日・本番・税込）

ⓈＣ227

瀬戸市文化センター
＜文化ホール＞1,500席

489-0884瀬戸市西茨町113-3
電◯0561-84-1811
Ⓕ0561-85-0415

　　　①25,270円　②37,900円
　　　③47,950円　④96,010円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

武豊町民会館 ★
（ゆめたろうプラザ）
＜輝きホール＞678席
＜響きホール＞230席

470-2555愛知県知多郡武豊町字
大門田11
電◯0569-74-1211
Ⓕ0569-74-1227
� （2004年）

＜輝＞①14,700円　②20,100円
　　　③24,000円　④52,900円
＜響＞① 7,400円　②10,100円
　　　③12,400円　④24,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

知多市勤労文化会館
＜つつじホール＞
1,001席（車椅子席4）
＜やまももホール＞
可動400席

478-0047知多市緑町5-1
電◯0562-33-3600
Ⓕ0562-33-4600

＜つ＞①16,700円　②17,800円
　　　③17,800円　④52,300円
＜や＞① 7,330円　② 8,380円
　　　③ 8,380円　④24,090円
� （税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

知立市文化会館
（パティオ池鯉鮒）
＜かきつばたホール＞1,004席
＜花しょうぶホール＞可動�
293席

472-0026知立市上重原町間瀬口
116一般財団法人ちりゅう芸術
創造協会
電◯0566-83-8100
Ⓕ0566-83-8110� （2000年）

＜か＞①19,000円　②27,000円
　　　③34,000円　④72,000円
＜花＞① 6,000円　② 8,000円
　　　③10,000円　④22,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｓ4

知立リリオ・コンサートホー
ル
284席

472-0033知立市中町中132
電◯0566-85-1133
Ⓕ0566-83-4565

　　　①19,000円　②25,000円
　　　③27,000円　④63,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ２
▪マリンバ・ワン5�1/2�oct

電気文化会館 ★
ザ・コンサートホール
395席

460-0008名古屋市中区栄2-2-5
電◯052-204-1133
Ⓕ052-201-6505

　　　①45,360円　② 75,600円
　　　③82,080円　④203,040円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＦⅢ　
ⓀＥＸ　Ⓒアトリエ・フ
ォンナーゲル社製ウィリ
アム・ダウド・パリ
▪カール・シュッケ社製
ポジティフオルガン

東海市芸術劇場
＜大＞1,025席
＜小＞�274席

477-0031東海市大田町下浜田137
電◯0562-38-7030
Ⓕ0562-38-7028

� （2015年）

＜大＞①27,720円　② 36,960円
　　　③36,960円　④101,640円
＜小＞① 5,170円　② 6,900円
　　　③ 6,900円　④18,970円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦＸ
▪Timp，Vib，Xyl，チ
ャイム，和太鼓

東海市立文化センター・ホー
ル
514席

477-0036東海市横須賀町狐塚11
電◯0562-33-2266
Ⓕ0562-32-9318

　　　①10,960円　②14,620円
　　　③10,960円　④36,540円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳＡ

豊川市小坂井文化会館
（フロイデンホール）
500席

441-0105豊川市伊奈町新屋97-2
電◯0533-78-3000
Ⓕ0533-78-3553

　　　① 8,390円　②14,580円
　　　③19,000円　④37,800円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｇ1Ｂ

豊川市文化会館
＜大＞1,234席（可動94席）
＜中＞ �424席（可動28席）

442-0841豊川市代田町1-20-4
電◯0533-84-8411
Ⓕ0533-84-8412
� （1978年）

＜大＞①21,570円　② 39,340円
　　　③51,040円　④100,770円
＜中＞① 8,820円　②16,170円
　　　③20,640円　④41,080円

ⓎＣＦ，ＣＦⅢＳ

豊田市コンサートホール・能
楽堂
＜コンサートホール＞
1,010席（内車椅子席6）
＜能楽堂＞
461席（内車椅子席3）

471-0025豊田市西町1-200
電◯0565-35-8200

＜コ＞①30,400円　②45,600円
　　　③60,800円
＜能＞①18,100円　②27,200円
　　　③36,200円
（入場料2,000円以下の場合）

ⓈＤ-274
ⓎNEW�ＣＦⅢＳ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟジョン・ブランボー社製
Ⓒアトリエフォンナーゲ
ル社製

豊田市民文化会館
＜大＞1,708席
＜小＞�436席

471-0035豊田市小坂町12-100
電◯0565-33-7111
Ⓕ0565-35-4801
� （1975年）

＜大＞①24,700円　②31,500円
　　　③43,800円
＜小＞① 6,200円　②�8,800円
　　　③11,300円� （税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン，セミコン×2

豊橋市民文化会館
490席

440-0862豊橋市向山大池町20-1
電◯0532-61-5111
Ⓕ0532-64-1356� （1967年）

　　　① 9,590円　②15,330円
　　　③20,470円　④45,390円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

長久手市文化の家 ★
＜森のホール＞最大711席
＜風のホール＞最大292席

480-1166長久手市野田農201番地
電◯0561-61-3411
Ⓕ0561-61-2510
� （1998年）

＜森＞①21,600円　②27,000円
　　　③32,400円　④75,600円
＜風＞① 9,720円　②12,960円
　　　③15,120円　④32,400円

Ⓢ　Ⓑ

http://www.patio-chiryu.com/
http://www.lirio.jp
http://www.tokai-arts.jp/
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisetsu/bunkakyoiku/bunkakaikan/
https://www.t-cn.gr.jp/
http://www.cul-toyota.or.jp/top/top1.html
http://www.city.nagakute.lg.jp/bunka/ct_bunka_ie.html


全国都道府県別会館・ホール便覧（愛知県）

名古屋国際会議場
＜センチュリーホール＞
3,012席
＜イベントホール＞
960席（壁面収納可動席）

456-0036名古屋市熱田区熱田西
町1-1
電◯052-683-7711
Ⓕ052-683-7777

＜セ＞①193,800円　②258,500円
　　　③258,500円　④560,000円
＜イ＞①155,800円　②207,700円
　　　③207,700円　④450,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
ⓀＧＳ-70

名古屋市熱田文化小劇場 ★
354席（内車椅子席2）
※2020.4.1〜2021.3.15工事休館

456-0031名古屋市熱田区神宮3-1-
15
電◯052-682-0222
Ⓕ052-682-0220

　　　①17,000円　②20,000円
　　　③20,000円　④48,000円

（税込）

ⓈＤ-274

名古屋市芸術創造センター
640席
※2020.4月〜9月末全館休館

461-0004名古屋市東区葵1-3-27
電◯052-931-1811
Ⓕ052-931-7145� （1983年）

　　　①40,000円　② 47,000円
　　　③53,000円　④112,000円

（税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦ
Ⓒノイペルト・バッハ

名古屋市公会堂
1,550席（内車椅子席10）

466-0064名古屋市昭和区鶴舞1-1-
3
電◯052-731-7191
Ⓕ052-731-7149

　　　① 75,000円　② 88,000円
　　　③100,000円　④210,000円
� （税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦ，ＣＳⅡ

名古屋市青少年文化センター 
（アートピア） ★
724席（車椅子席4）

460-0008名古屋市中区栄3-18-1ナ
ディアパーク内
電◯052-265-2088
Ⓕ052-265-2187� （1996年）

　　　①45,000円　② 53,000円
　　　③60,000円　④126,000円
（芸術文化活動で利用の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

名古屋市千種文化小劇場
（ちくさ座）
固定251席

464-0858名古屋市千種区千種3-6-
10
電◯052-745-6235
Ⓕ052-745-6236� （2002年）

　　　①17,000円　②20,000円
　　　③20,000円　④48,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

名古屋市中村文化小劇場 ★
350席

453-0053名古屋市中村区中村町
字茶ノ木25中村公園文化プラザ
電◯052-411-4565
Ⓕ052-411-3253

　　　①17,000円　②20,000円
　　　③20,000円　④48,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

名古屋文理大学文化フォーラ
ム（稲沢市民会館）
＜大＞1,304席
＜中＞ �504席
＜小＞ �256席

492-8145稲沢市正明寺3-114
電◯0587-24-5111
Ⓕ0587-24-5115

＜大＞①26,230円　②34,960円
　　　③39,280円　④97,510円
＜中＞①12,010円　②16,020円
　　　③18,000円　④44,680円
＜小＞① 3,810円　② 5,080円
　　　③ 5,730円　④14,200円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6
ⓀＥＸ

西尾市文化会館
＜大＞1,217席
＜小＞�352席

445-0877西尾市山下町泡原30
電◯0563-54-5855
Ⓕ0563-54-0680

� （1980年）

＜大＞①21,000円　②28,350円
　　　③35,700円　④71,400円
＜小＞① 7,350円　② 9,450円
　　　③11,550円　④23,100円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＣ5，ＣＦ

日本特殊陶業市民会館 ★
＜フォレストホール＞
2,291席（車椅子席5）
＜ビレッジホール＞
1,146席（車椅子席3）

460-0022名古屋市中区金山1-5-1
電◯052-331-2141
Ⓕ052-322-7217

� （1972年）

＜フ＞①123,000円　②144,000円
　　　③164,000円　④345,000円
＜ビ＞① 73,000円　② 85,000円
　　　③ 97,000円　④204,000円
（入場料1,000円以下の場合）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢ×2，ＣＳ×2
Ⓒウィットマイヤー

半田市福祉文化会館
（雁宿ホール）
1,300席

475-0918半田市雁宿町1-22-1
電◯0569-23-7331
Ⓕ0569-23-7629

　　　①19,440円　②28,080円
　　　③35,640円　④75,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

碧南市芸術文化ホール
＜エメラルドホール＞448席
＜シアターサウス＞
�256〜316席

447-0057碧南市鶴見町1-70-1
電◯0566-48-3731
Ⓕ0566-48-2355

＜エ＞①10,700円　②17,200円
　　　③22,570円　④45,410円
＜シ＞① 9,090円　②14,600円
　　　③19,150円　④38,550円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

碧南市文化会館
1,016席（車椅子席5）

447-0872碧南市源氏神明町4
電◯0566-42-3511
Ⓕ0566-42-9981� （1979年）

　　　①14,270円　②22,930円
　　　③30,100円　④60,570円

（税込）

ⓎＣＦ

三井住友海上しらかわホール
＜コンサートホール＞
700席（車椅子スペース含む）

460-0008名古屋市中区栄2-9-15
三井住友海上名古屋しらかわビ
ル
電◯052-222-7110
Ⓕ052-222-7156

� （1994年）

　　　①＋②330,000円
　　　②＋③385,000円
　　　④440,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.290
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製ジャーマンダ
ブルマニュアル
▪H.O.�パーシェン社製ポ
ジティフオルガン

https://www.bunka758.or.jp/scd02_top.html
https://www.bunka758.or.jp/scd03_top.html
http://nagoya-shimin.hall-info.jp
https://www.shirakawa-hall.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（愛知県・岐阜県）

みよし市勤労文化会館
（サンアート）
＜大＞固定1,028席
＜小＞固定410席（親子席8）

470-0224みよし市三好町大慈山
1-1
電◯0561-32-2000
Ⓕ0561-32-3232

＜大＞①17,320円　②26,560円
　　　③30,030円　④63,520円
＜小＞① 6,930円　②10,740円
　　　③11,550円　④25,410円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ×2

宗次ホール
310席（車椅子席6）

460-0008名古屋市中区栄4-5-14
電◯052-265-1715
Ⓕ052-265-1716� （2007年）

貸ホールの受付は平成24年12月30日
で終了しました

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

ライフポートとよはし
＜コンサートホール＞1,000席
＜中＞306席

441-8075豊橋市神野ふ頭町3-22
電◯0532-33-2111
Ⓕ0532-33-2112

＜コ＞①11,000円　②17,520円
　　　③23,340円　④51,860円
＜中＞① 4,400円　② 7,230円
　　　③ 9.630円　④21,260円

ⓈＤ-274
ⓎＳ-700Ｅ
▪ティンパニ，マリンバ，
コントラバス他

　〔岐　阜　県〕

恵那文化センター
912席

509-7205恵那市長島町中野414-1
電◯0573-25-5121
Ⓕ0573-25-5151� （1983年）

　　　①10,300円　②10,300円
　　　③17,200円　④44,900円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

大垣市スイトピアセンター
（文化会館・学習館）
＜文化ホール＞589席
＜音楽堂＞300席

503-0911大垣市室本町5-51
電◯0584-74-6050
Ⓕ0584-82-2303

＜文＞①13,650円　②26,070円
　　　③37,250円　④64,570円
＜音＞① 9,920円　②18,610円
　　　③26,070円　④45,940円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ×2
ⒷMod.290インペリアル

大垣市民会館
1,394席

503-0856大垣市新田町1-2
電◯0584-89-1111
Ⓕ0584-89-1112

　　　①16,120円　②28,550円
　　　③40,960円　④74,520円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

OKBふれあい会館
（サラマンカホール）
708席（内車椅子席6）

500-8384岐阜市薮田南5-14-53
電◯058-277-1113
Ⓕ058-277-1119
� （1994年）

　　　①33,000円　② 48,400円
　　　③52,800円　④134,200円

（税込）

ⓈＤ-274×2　ⓎCFⅢS×
2Ⓟ辻オルガン製
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製

各務原市民会館
＜大＞1,062席
各務原市文化ホール
＜小＞502席

504-0813各務原市蘇原中央町2-1-
8
電◯058-389-1818
Ⓕ058-371-0061

＜大＞①24,000円　②29,000円
　　　③35,000円　④85,000円
＜小＞①11,000円　②16,000円
　　　③19,000円　④42,000円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン

可児市文化創造センター ★
（ａｌａ）
＜主劇場＞1019席
＜小劇場＞311席
※2021.1月末まで工事で使用
休止予定

509-0203可児市下恵土3433-139
電◯0574-60-3311
Ⓕ0574-60-3312

� （2002年）

＜主＞①19,500円　②34,200円
　　　③44,100円　④93,200円
＜小＞① 7,500円　②13,200円
　　　③17,000円　④36,000円

ⓈＤ-274
ⓎNewＣＦⅢＳ

北方町生涯学習センター
（きらり）
＜きらりホール＞430席

501-0431岐阜県本巣郡北方町北
方1857
電◯058-320-2200
Ⓕ058-323-7711

　　　① 9,000円　②14,000円
　　　③14,000円　④37,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

岐阜市文化センター
＜小劇場＞500席

500-8842岐阜市金町5-7-2
電◯058-262-6200
Ⓕ058-262-6229� （1984年）

　　　①11,520円　②23,040円
　　　③25,140円　④51,330円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

岐阜市民会館
＜大＞1,498席＋車椅子席3

500-8812岐阜市美江寺町2-6
電◯058-262-8111
Ⓕ058-262-8114� （1967年）

　　　①33,500円　② 56,500円
　　　③66,000円　④133,000円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

クララザールじゅうろく音楽
堂
108席

500-8302岐阜市本郷町1-28
電◯058-266-2552
Ⓕ058-263-8150

　　　①＋②50,000円
　　　②＋③80,000円
　　　④100,000円

ⓈＤ-274

関市文化会館
＜大＞1,200席
＜小＞�300席

501-3232関市桜本町2-30-1
電◯0575-24-2525
Ⓕ0575-24-6950

＜大＞①10,500円　②18,370円
　　　③26,250円　④49,610円
＜小＞① 1,780円　② 3,050円
　　　③ 4,200円　④ 8,260円

ⓎＣＦ×2

高山市民文化会館
＜大＞1,284席
＜小＞��399席

506-0053高山市昭和町1-188-1
電◯0577-33-8333
Ⓕ0577-35-2239

� （1982年）

＜大＞①12,780円　②20,210円
　　　③33,100円　④66,090円
＜小＞① 4,190円　② 6,390円
　　　③10,580円　④21,160円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン×2

www.munetsuguhall.com
http://salamanca.gifu-fureai.jp
https://www.kpac.or.jp
http://gifu-culture.info
http://gifu-civic.info/


全国都道府県別会館・ホール便覧（岐阜県・新潟県）

多治見市笠原中央公民館
＜アザレアホール＞594席

507-0901多治見市笠原町2081-1
電◯0572-43-5155
Ⓕ0572-43-6511

　　　① 9,300円　②12,400円
　　　③18,600円　④36,000円

ⓎＣＦⅢ

多治見市文化会館
（バロー文化ホール）
＜大＞1,298席
＜小＞�390席

507-0039多治見市十九田町2-8
電◯0572-23-2600
Ⓕ0572-23-7555
� （1981年）

＜大＞①13,750円　②20,630円
　　　③34,380円　④68,750円
＜小＞① 4,400円　② 7,330円
　　　③11,730円　④23,470円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.275

土岐市文化プラザ
＜サンホール＞
固定1,506席または1,014席
＜ルナホール＞300席（可動）

509-5122土岐市土岐津町土岐口
2121-1
電◯0572-55-5711
Ⓕ0572-55-5712

＜サ＞①12,360円　②18,540円
　　　③30,900円　④58,710円
＜ル＞① 2,570円　② 3,600円
　　　③ 6,180円　④11,330円

ⓈＤ
ⓎＣＦ，Ｃ7

中津川文化会館 ★
842席
※2020.12月まで工事で使用不
可

508-0045中津川市かやの木町2-2
電◯0573-66-4011
Ⓕ0573-66-8479

　　　① 8,800円　②14,300円
　　　③17,600円　④38,660円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

長良川国際会議場
メインホール「さらさ〜ら」
＜大・1，2階席使用＞1,689席
＜中・1階席使用＞1,295席

502-0817岐阜市長良福光2695-2
電◯058-296-1200
Ⓕ058-296-1210

� （1995年）

＜大＞① 56,570円　② 93,340円
　　　③113,140円　④229,110円
＜中＞① 43,890円　② 70,710円
　　　③ 86,320円　④172,540円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

日本昭和音楽村
江口夜詩記念館水嶺湖ホール
237席（可動12席）

503-1632大垣市上石津町下山
2011
電◯0584-45-3344
Ⓕ0584-45-3344� （1994年）

　　　① 3,000円　② 6,000円
　　　③ 9,000円

（税込）

ⓈＣ-227
ⓎＣＦ

飛騨市文化交流センター
＜スピリットガーデンホール＞
一般席666＋BOX席62＋車椅
子席6
＜小＞105席

509-4221飛騨市古川町若宮2-1-63
電◯0577-73-0180
Ⓕ0577-73-0185

� （2006年）

＜ス＞①22,000円　②25,140円
　　　③30,380円
＜小＞① 5,550円　② 6,280円
　　　③ 6,280円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｃ5

飛騨・世界生活センター
（飛騨センター）
＜飛騨芸術堂＞500席
（車椅子席4）

506-0032高山市千島町900-1
電◯0577-37-6111
Ⓕ0577-35-2251
� （2001年）

　　　①20,700円　②30,400円
　　　③33,100円　④84,200円

ⓈＤ-274

不二羽島文化センター
＜スカイホール＞
1,290席（車椅子席3）
＜みのぎくホール＞
384席（車椅子席3）

501-6244羽島市竹鼻町丸の内6-7
電◯058-393-2231
Ⓕ058-393-2230

＜ス＞①34,600円　② 50,800円
　　　③55,400円　④140,800円
＜み＞①16,000円　② 23,500円
　　　③25,600円　④ 65,100円
（入場料が1,000円未満の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ３
ⒷMod.290インペリアル

瑞穂市総合センター
（サンシャインホール）
1,019席（車椅子席6）

501-0222瑞穂市別府1283
電◯058-327-7588
Ⓕ058-327-8889

　　　①15,100円　②17,300円
　　　③26,000円　④58,400円

ⓎＣＦⅢＳ

美濃市文化会館
612席

501-3729美濃市泉町45-3
電◯0575-35-0522
Ⓕ0575-35-0144

　　　① 6,600円　②13,200円
　　　③16,500円　④33,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

山県市文化の里
花咲きホール
350席

501-2125山県市洞田127-135
電◯0581-36-2323
Ⓕ0581-36-2777� （2005年）

　　　　１時間2,000円
　　　① 6,000円　②10,000円
　　　③10,000円　④26,000円

ⓎＣＦⅢＳ

　〔新　潟　県〕

糸魚川市民会館
929席

941-0056糸魚川市一ノ宮1-2-1
電◯025-552-5900
Ⓕ025-552-5990

　　　①18,300円　②24,400円
　　　③24,400円　④57,000円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

魚沼市小出郷文化会館
＜大＞1,136席
（車椅子席4，親子席4）

946-0023魚沼市干溝1848-1
電◯025-792-8811
Ⓕ025-792-6776� （1996年）

　　　①17,900円　②28,400円
　　　③38,900円　④70,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣ５
BＥＮ

青海総合文化会館
（きらら青海）
＜きららホール＞498席

949-0305糸魚川市大字青海
4657-3
電◯025-562-2223
Ⓕ025-561-7010

　　　①12,900円　②17,200円
　　　③17,200円　④40,200円

ⓈＤ型

http://www.tajimi-bunka.or.jp
http://www.g-ncc.jp
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000002104.html
http://www.hida-center.jp
http://www.city.itoigawa.lg.jp
http://koidegobunkakaikan.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（新潟県）

柏崎市文化会館アルフォーレ  
★
＜大＞1,102席
＜マルチ＞�160席

945-0054柏崎市日石町4-32
電◯0257-21-0010
Ⓕ0257-21-0011

� （2012年）

＜大＞①23,360円　② 35,300円
　　　③45,680円　④104,340円
＜マ＞① 5,380円　②  7,330円
　　　③ 9,400円　④ 22,110円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

加茂文化会館
1,085席

959-1313加茂市幸町2-3-5
電◯0256-53-0842
Ⓕ0256-52-0909� （1982年）

　　　①18,400円　②30,300円
　　　③43,400円　④84,600円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

佐渡市両津文化会館
1,352席（固定1,176席，補助
176席）

952-0005佐渡市梅津2314-1
電◯0259-27-4181
Ⓕ0259-27-2632

　　　①11,500円　②21,000円
　　　③32,500円　④54,600円

（税込）

Ⓨフルコン

佐渡中央文化会館
（アミューズメント佐渡）
＜大＞1,300席
＜小＞�304席

952-1324佐渡市中原234-1
電◯0259-52-2001
Ⓕ0259-52-4813
� （1994年）

＜大＞①16,000円　②24,000円
　　　③34,000円　④60,000円
＜小＞① 8,000円　②10,000円
　　　③12,000円　④24,000円

Ⓑ290インペリアル
ⓎＳ6

新発田市民文化会館
916席（内車椅子席5）

957-0053新発田市中央町4-11-7
電◯0254-26-1576
Ⓕ0254-26-2500� （1980年）

　　　①19,190円　②33,040円
　　　③46,890円　④80,030円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン
Ⓒフレミッシュ

上越文化会館
＜大＞1,504席
＜中＞�170席

943-0804上越市新光町1-9-10
電◯025-525-4103
Ⓕ025-525-4105

＜大＞①25,200円　② 42,000円
　　　③60,000円　④117,600円
＜中＞① 6,600円　②  9,600円
　　　③13,200円　④ 27,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ×2

聖籠町文化会館
710席

957-0117新潟県北蒲原郡聖籠町
諏訪山1280
電◯0254-27-2121
Ⓕ0254-27-7976� （1989年）

　　　①12,000円　②21,000円
　　　③26,000円　④53,000円

ⒷMod.290インペリアル

だいしホール ★
269席

951-8066新潟市中央区東堀前通
7-1071-1第四銀行本店内
電◯025-229-8111
Ⓕ025-225-2324� （1992年）

　　　①20,950円　②31,420円
　　　③41,900円　④83,800円

（税込）

ⒷMod.275

長岡市立劇場
＜大＞1,500席
＜小＞�200席

940-0084長岡市幸町2-1-2
電◯0258-33-2211
Ⓕ0258-33-2254

� （1973年）

＜大＞①20,100円　②36,700円
　　　③52,500円
＜小＞①10,800円　②16,800円
　　　③24,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓀＫＧ-6Ｃ

長岡リリックホール
＜コンサートホール＞700席
＜シアター＞450席

940-2108長岡市千秋3-1356-6
電◯0258-29-7711
Ⓕ0258-29-7722

＜コ＞①15,800円　②27,600円
　　　③39,600円
＜シ＞①12,600円　②21,600円
　　　③31,200円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ
▪ポジティフオルガン

新潟勤労者総合福祉センター
（新潟テルサ）
1,510席（車椅子席6）

950-1141新潟市中央区鐘木185-
18
電◯025-281-1888
Ⓕ025-281-1891� （1994年）

　　　① 42,400円　② 74,700円
　　　③103,800円　④209,800円

ⒷMod.290
ⓀEX

新潟県民会館 ★
＜大＞1,730席
＜小＞ �300席

951-8132新潟市中央区一番堀通
町3-13
電◯025-228-4481
Ⓕ025-228-4484
� （1967年）

＜大＞① 46,000円　② 81,700円
　　　③114,300円　④234,000円
＜小＞①  5,790円　② 10,300円
　　　③ 14,100円　④ 27,300円

（税込）

ⓈＤ-274×2，ⓎＦＣ
Ⓚ#800
Ⓑ225
ⓎＣＳ

新潟市音楽文化会館 ★
（おんぶん）
525席（車椅子席5）

951-8132新潟市中央区一番堀通
町3-2白山公園内
電◯025-224-5811
Ⓕ025-224-5813� （1977年）

　　　①�9,000円　②15,000円
　　　③21,000円　④41,000円

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＳⅡ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓒウィットメイヤー社製
バッハ

新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）
＜コンサートホール＞
固定1,884席
（車椅子席6，立見110名）

951-8132新潟市中央区一番堀通
町3-2白山公園内
電◯025-224-5611（施設運営部）
電◯025-224-7000（事業企画部）
Ⓕ025-224-5626� （1998年）

　　　① 49,000円　② 91,000円
　　　③129,000円　④252,000円

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン
Ⓑフルコン
Ⓒ
Ⓟ

巻文化会館
907席
※2020.7.31まで改修工事の為
休館中

953-0041新潟市西蒲区巻甲635
電◯0256-73-2219
Ⓕ0256-73-4746
� （1980年）

　　　①12,600円　②21,000円
　　　③26,250円　④52,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

http://www.artforet.jp/
https://www.city.sado.niigata.jp/z_ot/amusement_sado/
http://www.nagaoka-caf.or.jp
https://www.n-terrsa.jp
http://www.niigata-kenminkaikan.jp
https://www.ryutopia.or.jp/onbun/
https://www.ryutopia.or.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（新潟県・富山県）

見附市文化ホール
（アルカディア）
＜大＞�838席（内車椅子席4）
＜小＞�250席（内可動34）

954-0059見附市昭和町2-1-1
電◯0258-63-5321
Ⓕ0258-63-5322
� （1993年）

＜大＞① 7,000円　②12,000円
　　　③17,000円　④32,500円
＜小＞① 3,000円　② 4,000円
　　　③ 5,000円　④11,000円

ⒷMod.290インペリアル
ⓀRXA

南魚沼市民会館
＜大＞1,264席
＜多目的＞300席（可動）

949-6680南魚沼市六日町865
電◯025-773-5500
Ⓕ025-772-8161

� （1989年）

＜大＞①22,000円　②33,000円
　　　③44,000円　④82,500円
＜多＞① 8,800円　②13,200円
　　　③19,800円　④33,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓀCA-60

妙高市文化ホール
1,012席

944-0046妙高市上町9-2
電◯0255-72-9411
Ⓕ0255-72-9412

　9時〜22時：1時間8,600円
（税込）

Ⓢフルコン

村上市総合文化会館
594席（車椅子席6）

958-0251村上市岩沢5668
電◯0254-72-6700
Ⓕ0254-72-6703

　　　①20,000円　②25,000円
　　　③35,000円　④70,000円

Ⓢ

　〔富　山　県〕

射水市小杉文化ホール
（ラポール）
＜ひびきホール＞818席
＜まどかホール＞240席

939-0351射水市戸破1500
電◯0766-56-1515
Ⓕ0766-56-1530

＜ひ＞①16,070円　②32,130円
　　　③49,270円　④80,330円
＜ま＞①10,710円　②17,140円
　　　③26,780円　④42,840円

ⓈＤ-274
ⓎＳ400Ｅ，ＣＦⅢ

射水市新湊中央文化会館
＜大＞1,220席
＜小＞�394席

934-0016射水市三日曽根3-23
電◯0766-82-8400
Ⓕ0766-82-8404

＜大＞①39,150円　② 79,650円
　　　③95,850円　④193,050円
＜小＞① 9,450円　② 19,580円
　　　③23,630円　④ 47,930円

（税込）

Ⓨフルコン，セミコン

北アルプス文化センター
＜大＞1,000席

930-0353富山県中新川郡上市町
法音寺1
電◯076-473-1818
Ⓕ076-473-1819� （1985年）

　　　①20,000円　②32,100円
　　　③44,600円　④77,300円

（税込）

ⓈＤ型

クロスランドおやべ
クロスランドセンター
＜メインホール＞932席
＜セレナホール＞365席

932-0821小矢部市鷲島10
電◯0766-68-0932
Ⓕ0766-68-0939

＜メ＞①16,780円　②30,410円
　　　③37,750円　④67,110円
＜セ＞① 8,390円　②14,680円
　　　③18,870円　④32,500円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6
ⓈＤ-274

黒部市宇奈月国際会館セレネ
国際会議場
＜大＞700席（最大800席）

938-0282黒部市宇奈月温泉6-3
電◯0765-62-2000
Ⓕ0765-62-2020

　　　①21,600円　②32,190円
　　　③27,150円　④69,940円

（税込）

ⓈＤ型
BＡ型

黒部市国際文化センター
（コラーレ）
＜カーターホール＞886席
＜マルチホール＞208席

938-0031黒部市三日市20
電◯0765-57-1201
Ⓕ0765-57-1207

＜カ＞①12,850円　②28,800円
　　　③36,510円　④65,820円
＜マ＞① 4,320円　② 9,660円
　　　③12,030円　④21,600円

（税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓀＥＸ

砺波市文化会館
＜大＞固定1,196席
（母子席7，車椅子席4）

939-1382砺波市花園町1-32
電◯0763-33-5515
Ⓕ0763-33-5516� （1982年）

　　　①28,600円　② 42,950円
　　　③57,200円　④100,150円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦ

富山県教育文化会館
621席

930-0096富山市舟橋北町7-1
電◯076-441-8635
Ⓕ076-441-8184� （1974年）

　　　①26,650円　②44,400円
　　　③62,150円　④97,650円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＳ
Ⓒ

富山県高岡文化ホール ★
＜大＞703席（車椅子席2）
＜小＞最大300席（可動）

933-0055高岡市中川園町13-1
電◯0766-25-4141
Ⓕ0766-25-4332
� （1986年）

＜大＞①27,500円　② 45,850円
　　　③64,200円　④100,850円
＜小＞①27,450円　②27,450円
　　　③32,900円　④65,800円

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

富山県民会館 ★
1,105席（車椅子席3）

930-0006富山市新総曲輪4-18
電◯076-432-3111
Ⓕ076-432-2024� （1964年）

　　　① 32,950円　② 82,400円
　　　③115,350円　④181,300円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ

富山県民小劇場ORBIS
200席

930-0003富山市桜町1-1-61マリエ
とやま7Ｆ
電◯076-445-4531
Ⓕ076-445-4532� （1987年）

　　　① 7,750円　②15,000円
　　　③22,650円　④55,350円

ⓎＣＦⅢ

http://www2.city.mitsuke.niigata.jp/arcadia/
http://6bun.jp/kaikan/
http://kamiichimachi-zaidan.jp/hall/
http://tonamibunka.or.jp/bunka/index.html
http://bunka-toyama.jp/kyoubun
http://www.bunka-toyama.jp/takabun/
http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan
http://www.bunka-toyama.jp/orbis


全国都道府県別会館・ホール便覧（富山県・石川県）

富山市芸術文化ホール ★
オーバード・ホール
2,196席〜1,650席

930-0858富山市牛島町9-28
電◯076-445-5620
Ⓕ076-445-5621

� （1996年）

（2,196席使用の場合）
　　　①110,000円　②132,000円
　　　③165,000円　④330,000円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｂ-211
ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓒフォンナーゲル社製ハ
ープシコード

富山市民プラザ
＜アンサンブルホール＞
283席

930-0084富山市大手町6-14
電◯076-425-2564
Ⓕ076-493-1317� （1989年）

　　　① 9,900円　②26,400円
　　　③39,600円　④59,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

南砺市井波総合文化センター
＜メモリアホール＞
670席（身障者席4）

932-0231南砺市山見1400
電◯0763-82-5885
Ⓕ0763-82-5609� （1988年）

　　　①13,200円　②19,800円
　　　③26,400円　④46,200円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

南砺市福野文化創造センター
（円形劇場ヘリオス）
613席（内可動377席）

939-1576南砺市やかた100
電◯0763-22-1125
Ⓕ0763-22-1127� （1991年）

　　　①14,240円　②21,370円
　　　③28,490円　④49,860円

ⓎＣＦ
ⒷMod.290

新川文化ホール
（ミラージュホール）
＜大＞1,186席
＜小＞297席

937-0853魚津市宮津110
電◯0765-23-1123
Ⓕ0765-23-0534
� （1994年）

＜大＞① 23,000円　② 57,500円
　　　③ 80,450円　④126,450円
＜小＞①  7,900円　② 13,200円
　　　③ 18,500円　④ 29,050円

ⓈＤ-274，ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.�290
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓒカワイ楽器製�TD-280

入善コスモホール
560席

939-0626富山県下新川郡入善町
入膳3200
電◯0765-72-1105
Ⓕ0765-74-2515

　　　①10,000円　②18,000円
　　　③25,000円　④35,000円

ⓈＤ274
ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290インペリアル

八尾コミュニティセンター ★
320席

939-2306富山市八尾町井田126
電◯076-454-6555
Ⓕ076-455-0223

　　　①15,420円　②25,700円
　　　③31,370円　④72,490円

（税込）

ⓎＳ4Ａ

　〔石　川　県〕

石川県こまつ芸術劇場うらら
＜大＞851席（車椅子席5）
＜小＞250席（車椅子席2）

923-0921小松市土居原町710
電◯0761-20-5500
Ⓕ0761-24-2481

＜大＞①17,500円　②27,800円
　　　③35,000円　④69,900円
＜小＞① 6,700円　②10,300円
　　　③12,300円　④25,700円

ⓈB-211　ⓎＣＦⅢＳ
PファツィオーリF212
Ｂ◇GP-218EPⅡ
Ⓒ百瀬昭彦製作after�I.D.�
Dulcken1745

石川県文教会館
590席

920-0918金沢市尾山町10-5
電◯076-262-7311
Ⓕ076-262-2779

　　　①21,770円　②25,410円
　　　③29,040円　④81,050円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

石川県立音楽堂
＜コンサートホール＞
1,560席（内車椅子席8）
＜邦楽ホール＞720席
（内車椅子席5）
＜交流ホール＞250席

920-0856金沢市昭和町20-1
電◯076-232-8111
Ⓕ076-223-8101

＜コ＞①27,770円　② 52,450円
　　　③68,910円　④130,620円
＜邦＞①18,510円　② 36,000円
　　　③40,110円　④ 85,370円
＜交＞① 3,080円　②  4,110円
　　　③ 5,140円　④ 11,310円

ⓈＤ-274×2　ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ
Ⓟカール・シュッケ社製
69ストップ
Ⓒノイペルト　ブランシ
ェ2段鍵盤

加賀市文化会館
（カモナホール）
1,426席

922-0243加賀市山代温泉北部2-
68
電◯0761-77-2811
Ⓕ0761-77-5681

　　　①20,000円　②32,700円
　　　③42,900円　④88,500円

（税込）

ⓎＣＦ，Ｇ5，Ｇ2

金沢歌劇座
1,919席（内車椅子席4）

920-0993金沢市下本多町6-27
電◯076-220-2501
Ⓕ076-222-9000� （1962年）

　　　①25,300円　② 48,400円
　　　③63,800円　④121,000円

（税込）

Ⓢフルコン×２
Ⓨフルコン，セミコン

金沢市アートホール
308席
※2020.12月〜2021.8月
　改修工事で使用不可予定

920-0853金沢市本町2-15-1
ポルテ金沢6F
電◯076-224-1660
Ⓕ076-224-1668� （1994年）

　　　①15,070円　②28,930円
　　　③32,780円　④69,300円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

金沢市文化ホール
899席

920-0864金沢市高岡町15-1
電◯076-223-1221
Ⓕ076-223-1299� （1982年）

　　　①17,270円　②33,000円
　　　③37,400円　④79,200円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

コスモアイル羽咋 ★
＜ユーフォニーホール＞
896席（車椅子席4，親子席）

925-0027羽咋市鶴多町25
電◯0767-22-9888
Ⓕ0767-22-1947

　　　①15,420円　②20,570円
　　　③25,710円　④55,540円

（税込）

ⒷMod.290

小松市公会堂
1,078席

923-0903小松市丸の内公園町32
電◯0761-22-3141
Ⓕ0761-22-3140� （1959年）

　　　①17,300円　②28,100円
　　　③35,600円　④72,900円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

http://www.siminplaza.co.jp/
https://www.inami-sbc.com
http://nantohelios.jp
http://miragehall.jp
https://www.kagekiza.gr.jp/
http://www.art-h.gr.jp/
https://www.bunka-h.gr.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（石川県・福井県）

津幡町文化会館
（シグナス）
802席

929-0342石川県河北郡津幡町北
中条3丁目1番地
電◯076-288-8526
Ⓕ076-288-8527

　　　① 9,600円　②12,800円
　　　③12,300円　④31,200円
（平日1階席のみ使用の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

七尾サンライフプラザ
＜文化ホール＞990席

926-8550七尾市本府中町ヲ部38
電◯0767-53-1161
Ⓕ0767-53-3260

　　　①15,900円　②21,200円
　　　③26,600円　④57,500円

ⓈＤ-274
Ⓨ

能美市根上総合文化会館
（TanTo）
＜音楽ホール＞704席（内身
障者席2，親子室10席）
＜円形ホール＞定員1,500人

929-0113能美市大成町ヌ118
電◯0761-55-8550
Ⓕ0761-55-8555

� （1994年）

＜音＞①11,000円　②18,330円
　　　③23,040円　④45,040円
＜円＞１時間当2,610円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

野々市市文化会館（フォルテ）
＜大＞832席
（車椅子席10・親子席18）
＜小＞300席（可動）

921-8815野々市市本町5-4-1
電◯076-248-8000
Ⓕ076-246-2391
� （1988年）

＜大＞①17,000円　②30,000円
　　　③36,000円　④75,000円
＜小＞①10,000円　②13,000円
　　　③20,000円　④39,000円

ⓎＳ400Ｂ，Ｇ5Ａ
ⒷMod.290インペリアル

白山市鶴来総合文化会館
（クレイン）
＜文化ホール＞800席
（500席で使用有）

920-2143白山市七原町77
電◯076-273-8700
Ⓕ076-273-8701
� （2001年）

　　　①20,870円　②23,010円
　　　③23,010円　④66,890円
（800席使用の場合）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦⅢＳ

白山市松任学習センター
＜コンサートホール＞356席

924-0872白山市古城町305
電◯076-274-5411
Ⓕ076-274-3304� （2002年）

　　　① 5,190円　② 7,330円
　　　③12,520円　④20,870円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

白山市松任文化会館ピーノ
1,192席（内車椅子席6）

924-0872白山市古城町2
電◯076-276-5611
Ⓕ076-276-5612� （1977年）

　　　①12,520円　②20,870円
　　　③26,170円　④52,350円

ⓈＤ-274
ⓀKG8C

北陸電力会館
（本多の森ホール）
1,707席

920-0935金沢市石引4-17-1
電◯076-222-0011
Ⓕ076-222-1358

　　　①106,920円　②154,440円
　　　③211,680円　④349,920円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

北國新聞赤羽ホール
504席

920-0919金沢市南町2-1
電◯076-260-3555
Ⓕ076-260-5063� （2008年）

　　　①150,000円　②210,000円
　　　③240,000円　④400,000円

ⓈＤ-274
Ⓨ

ラポルトすず
（珠洲市多目的ホール）
＜大＞538席（内車椅子席4）
＜市民サロン＞�50席

927-1214珠洲市飯田町1-1-8
電◯0768-82-8200
Ⓕ0768-82-7200
� （2006年）

＜大＞①12,600円　②16,800円
　　　③21,000円　④43,000円
＜市＞① 1,500円　② 2,000円
　　　③ 2,500円　④ 5,000円

ⓎＣＦⅢＳＡ

輪島市文化会館
1,200席

928-0001輪島市河井町20部1-1
電◯0768-22-7666
Ⓕ0768-22-7669

　　　①20,370円　②27,360円
　　　③34,870円　④74,980円

ⓎＣＦ
ⓀＧ

　〔福　井　県〕

越前市文化センター
＜大＞1,070席
＜小＞�220席

915-0832越前市高瀬2-3-3
電◯0778-23-5057
Ⓕ0778-21-1975
� （1980年）

＜大＞①15,000円　②24,000円
　　　③30,000円　④62,000円
＜小＞① 3,500円　② 6,000円
　　　③ 8,500円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ
ⓀＲＸ-Ａ

小浜市文化会館
805席

917-0078小浜市大手町7-32
電◯0770-53-9700
Ⓕ0770-53-2189

　　　① 8,100円　②16,200円
　　　③19,600円　④40,400円

ⓎＣＦ

鯖江市文化センター
1,020席
※2021年3月まで耐震工事で
休館予定

916-0041鯖江市東鯖江3-7-1
電◯0778-52-7430
Ⓕ0778-52-7431

　　　①13,000円　②21,300円
　　　③26,300円　④60,600円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

高浜町文化会館
790席

919-2226福井県大飯郡高浜町立
石12-1
電◯0770-72-2751
Ⓕ0770-72-2752� （1985年）

　①，②1時間4,000円
　③1時間5,000円（18時〜22時）

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

敦賀市民文化センター
1,184席（障害者席10）

914-0078敦賀市桜町7-1
電◯0770-25-5125
Ⓕ0770-25-5126� （1977年）

　　　①12,000円　②20,000円
　　　③25,000円　④50,000円

ⓎＣＦⅢＳ×２

http://forte.nono1.jp/
http://culture.city-hakusan.com/
http://www.akabane-hall.jp
http://www.jigyodan-city-echizen.jp
https://tsuruga-bunka.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（福井県・三重県）

パレア若狭 ★
＜音楽ホール＞452席
（内車椅子席4，親子室1）

919-1541福井県三方上中郡若狭
町市場18-18
電◯0770-62-2508
Ⓕ0770-62-2577� （2006年）

　　　① 6,000円　② 8,000円
　　　③12,000円　④26,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

フェニックス・プラザ
＜大＞2,000席
＜小＞�500席

910-0018福井市田原1-13-6
電◯0776-20-5060
Ⓕ0776-20-5066

� （1985年）

＜大＞①55,000円　② 79,200円
　　　③84,700円　④198,000円
＜小＞①16,500円　② 24,200円
　　　③26,400円　④ 60,500円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦ

福井県県民ホール ★
570席
535席（通常）

910-0858福井市手寄1-4-1
AOSSA8F
電◯0776-87-0003
Ⓕ0776-87-0303� （2007年）

　　　①20,430円　②30,170円
　　　③33,630円　④84,020円
（入場料1,000円以下，税込）

ⓀＥＸ

福井県春江町YURI文化情報
交流館（ハートピア春江）
＜ハートピアホール＞764席
＜小＞�208席
※2020.4月〜2021.3月大規模
改修工事で休館

919-0474坂井市春江町西太郎丸
15-22
電◯0776-51-8800
Ⓕ0776-51-8950

� （1995年）

＜ハ＞①10,000円　②15,000円
　　　③19,000円　④39,000円
＜小＞① 5,000円　② 7,500円
　　　③ 9,500円　④19,500円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

福井県立音楽堂
（ハーモニーホールふくい）
＜大＞1,456席（内車椅子席
10）
＜小＞ 610席（内車椅子席6）

918-8152福井市今市町40-1-1
電◯0776-38-8288
Ⓕ0776-38-8285

� （1997年）

＜大＞①33,520円　② 50,290円
　　　③54,480円　④138,280円
＜小＞①18,850円　② 28,280円
　　　③30,380円　④ 77,520円

ⓈD-274×2　ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ
Ⓟカール・シュッケ社製
Ⓒアトリエ・フォンナー
ゲル社製　▪マリンバ，
ハープ

福井市文化会館
1,162席
（障害者用エリア6台分）

910-0019福井市春山2-7-1
電◯0776-20-5010
Ⓕ0776-24-9198� （1968年）

　　　①28,600円　② 40,700円
　　　③44,000円　④101,200円

（税込）

ⓈＤ274
ⓎＣＦ

福井まちなか文化施設
（響のホール）
213席

910-0006福井市中央1-4-13
電◯0776-30-6677
Ⓕ0776-30-6678

みくに未来ホール
359席

913-0042坂井市三国町中央1-5-1
電◯0776-82-7200
Ⓕ0776-81-4323

　　　① 8,000円　②12,000円
　　　③14,400円　④28,800円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

　〔三　重　県〕

青山ホール
可動446席

518-0226伊賀市阿保1411-1
電◯0595-52-1109
Ⓕ0595-52-3698� （1994年）

　　　① 7,540円　② 9,870円
　　　③11,710円　④27,300円

ⓈＤ-274×2

伊賀市文化会館
〈さまざまホール〉
1,175席（車椅子席6）

518-0809伊賀市西明寺3240-2
電◯0595-24-7015
Ⓕ0595-22-0512

　　　①15,400円　②21,600円
　　　③25,700円　④59,600円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

adsホール
（名張市青少年センター）
固定714席

518-0722名張市松崎町1325-1
電◯0595-64-3478
Ⓕ0595-64-8321� （1983年）

　　　① 8,000円　②12,000円
　　　③18,000円　④35,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

尾鷲市民文化会館
（せぎやまホール）
960席

519-3613尾鷲市瀬木山町7-1
電◯0597-23-3000
Ⓕ0597-23-3300� （1993年）

　　　①12,000円　②17,000円
　　　③20,000円　④46,000円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7Ｅ

亀山市文化会館
935席

519-0124亀山市東御幸町63
電◯0595-82-7111
Ⓕ0595-82-7110� （1984年）

　　　①11,000円　②16,500円
　　　③23,100円　④48,400円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ

川越町あいあいセンター
〈あいあいホール〉594席
（車椅子席6，母子席10）

510-8123三重県三重郡川越町豊
田一色314
電◯059-364-2500
Ⓕ059-364-4813

　　　① 7,000円　② 8,000円
　　　③13,000円　④28,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

クラギ文化ホール
＜大＞1,300席
農業屋コミュニティ文化センタ
ー
＜小＞501席

515-0818松阪市川井町690
電◯0598-23-2111
Ⓕ0598-23-2114

＜大＞①15,120円　②21,600円
　　　③28,080円　④60,260円
＜小＞① 5,400円　② 8,640円
　　　③10,800円　④22,890円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ，Ｃ7
ⓈＤ-274

https://parea-wakasa.jp/
http://www2.fctv.ne.jp/~phoenix/
http://kenminhall-fukui.jp
https://sakai-bunka.jp/heartopia/
https://www.hhf.jp
http://www.adshall.jp/
http://kameyama-bunkakaikan.com/


全国都道府県別会館・ホール便覧（三重県・滋賀県）

桑名市民会館
＜大＞1,388席
＜小＞ �308席

511-0068桑名市中央町3-20
電◯0594-22-8511
Ⓕ0594-22-8510

� （1967年）

＜大＞①12,900円　②25,900円
　　　③33,300円　④64,800円
＜小＞① 8,600円　②17,200円
　　　③22,000円　④43,200円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓈＤ-274

シンフォニアテクノロジー響
ホール伊勢

（伊勢市観光文化会館）
固定1,200席
（車椅子席6，補助94席）

516-0037伊勢市岩渕1-13-15
電◯0596-28-5105
Ⓕ0596-28-5106

　　　①13,770円　②19,270円
　　　③24,780円　④53,710円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ，ＣＳ

鈴鹿市文化会館
＜けやきホール＞500席

513-0802鈴鹿市飯野寺家町810
電◯059-382-8111
Ⓕ059-382-8580� （1988年）

　　　① 6,600円　② 9,350円
　　　③13,200円　④27,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＳ

鈴鹿市民会館
1,275席（内車椅子席７）

513-0801鈴鹿市神戸1-18-18
電◯059-382-0654
Ⓕ059-382-3109� （1968年）

　　　① 9,900円　②16,500円
　　　③19,800円　④38,500円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

津市サンヒルズ安濃
＜ハーモニーホール＞600席
（内可動176席，車椅子席4）

514-2326津市安濃町東観音寺418
電◯059-268-5811
Ⓕ059-268-5802� （1996年）

　　　1時間3,800円
（税込）

ⓈＤ-274

津リージョンプラザ・お城ホ
ール
600席

514-8611津市西丸之内23-1
電◯059-229-3300
Ⓕ059-229-3344

　　　① 7,000円　②10,000円
　　　③14,000円　④31,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

東員町総合文化センター
＜ひばりホール＞702席

511-0251三重県員弁郡東員町山
田1700
電◯0594-86-2816
Ⓕ0594-86-2854� （1989年）

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③15,000円　④36,000円

Ⓢ
Ⓨ

松阪市嬉野ふるさと会館
＜大＞706席
（身障者席4，親子室6席）

515-2323松阪市嬉野権現前町
423-88
電◯0598-42-7000
Ⓕ0598-42-7115

　　　①10,800円　②14,250円
　　　③19,000円　④40,820円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

三重県文化会館
＜大＞1,903席（内身障者席8）
＜中＞968席（内身障者席8）
＜小＞285席〜322席（内固定
95席）

514-0061津市一身田上津部田
1234三重県総合文化センター
電◯059-233-1103
Ⓕ059-233-1106

＜大＞①41,930円　② 62,900円
　　　③83,880円　④188,710円
＜中＞①20,960円　② 31,450円
　　　③41,930円　④ 94,340円
＜小＞① 6,280円　②  9,430円
　　　③12,570円　④ 28,280円

（税込）

ⓈＤ-274×3　ⓀＥＸ
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ700Ｅ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
▪ポジティフオルガン，
チェレスタ，ハープ，テ
ィンパニ，チャイム，コ
ンサートバスドラム，和
太鼓

四日市市文化会館
＜第1ホール＞1,786席
（内車椅子席10）
＜第2ホール＞��593席
（内車椅子席4）

510-0075四日市市安島2-5-3
電◯059-354-4501
Ⓕ059-354-4093

� （1982年）

＜第1＞①22,000円　② 33,000円
　　　 ③49,500円　④104,500円
＜第2＞① 7,700円　②11,000円
　　　 ③16,500円　④35,200円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

　〔滋　賀　県〕

近江八幡市文化会館
＜大＞1,130席
＜小＞ �200席

523-0892近江八幡市出町366
電◯0748-33-8111
Ⓕ0748-33-8112

� （1979年）

＜大＞①19,900円　② 34,560円
　　　③49,230円　④100,560円
＜小＞① 5,230円　② 7,330円
　　　③10,470円　④20,950円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

大津市民会館
＜大＞1,300席
＜小＞�200席

520-0042大津市島の関14-1
電◯077-525-1234
Ⓕ077-525-1788

� （1975年）

＜大＞①22,770円　②31,620円
　　　③44,270円　④88,550円
＜小＞① 5,060円　② 7,590円
　　　③10,120円　④18,970円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン×2

草津クレアホール
737席（補助席・車イス席含む）

525-0059草津市野路6丁目15-11
電◯077-564-5815
Ⓕ077-564-5851� （2015年）

　　　①18,900円　②32,500円
　　　③39,700円　④91,100円

（税込）

ⓎＣＦ，Ｇ3Ａ
ⓀＲＸ2

甲賀市あいこうか市民ホール
固定772席（補助38席）

528-0005甲賀市水口町水口5633
電◯0748-62-2626
Ⓕ0748-62-2625� （1983年）

　　　①12,000円　②24,000円
　　　③32,000円　④68,000円

（税込）

ⓎＣＦ

https://yonbun.com
http://www.otsu-civic-hall.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（滋賀県）

甲賀市あいの土山文化ホール
★
441席

528-0211甲賀市土山町北土山
2222-2
電◯0748-66-1602
Ⓕ0748-66-1603

　　　① 5,000円　② 8,000円
　　　③12,000円　④25,000円

（税込）

ⓈＤ-274

甲南情報交流センター
（忍の里プララ）
525席

520-3311甲賀市甲南町竜法師600
電◯0748-86-1046
Ⓕ0748-86-8119

　　　① 5,500円　② 7,100円
　　　③ 8,900円　④21,500円

ⓎＣＦⅢ

しがぎんホール
210席

520-0041大津市浜町1-38滋賀銀
行本店2F
電◯077-526-0011
Ⓕ077-526-3838� （1988年）

外部への貸館は行っておりません ⓈD-274
ⓎCFⅢ
Ⓒ

滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール
＜大＞1,848席（内車椅子席4）
＜中＞ �804席（内車椅子席4）
＜小＞ �323席

520-0806大津市打出浜15-1
電◯077-523-7133
Ⓕ077-523-7147

＜大＞①114,500円　②229,300円
　　　③254,600円　④509,400円
＜中＞① 50,900円　②101,900円
　　　③114,500円　④229,300円
＜小＞① 16,700円　② 33,200円
　　　③ 38,200円　④ 76,500円
（入場料3,000円以下の場合・税込）

ⓈD-274
ⓎCFⅢS，C7
ⒷMod.290
ⓀRX-6
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製

滋賀県立県民交流センター
（ピアザ淡海）
＜ピアザホール＞
可動426席（車椅子席3）

520-0801大津市におの浜1-1-20
電◯077-527-3315
Ⓕ077-527-3319

　　　①20,500円　②28,100円
　　　③28,100円
（県外居住者は5割の額を加算・税込）

ⓈＢ-211

滋賀県立文化産業交流会館
＜イベントホール＞2,040席
＜小劇場＞203席（親子室4席）

521-0016米原市下多良2-137
電◯0749-52-5111
Ⓕ0749-52-5119

＜イ＞①31,800円　② 55,700円
　　　③67,500円　④141,600円
＜小＞① 7,800円　② 11,300円
　　　③15,900円　④ 31,500円

（税込）

ⓎＣＦ×2，Ｃ7Ａ

高島市生涯学習センター
（アイリッシュパーク）
＜ガリバーホール＞498席
（車椅子席4）

520-1121高島市勝野670
電◯0740-36-0219
Ⓕ0740-36-1909
� （1993年）

　　　①11,700円　②15,600円
　　　③15,600円　④50,700円

Ⓢ

高島市藤樹の里文化芸術会館
500席（固定450席，補助50席，
身障者席7）

520-1224高島市安曇川町上小川
106
電◯0740-32-2461
Ⓕ0740-32-2460

　　　①11,700円　②15,600円
　　　③15,600円　④50,700円
（反響板無・税込）

ⓎＣＳⅡ

長浜文化芸術会館
456席

526-0066長浜市大島町37
電◯0749-63-7400
Ⓕ0749-63-7401

3,360円／1時間（市内）
6,730円／1時間（市外・有料）

（税込）

Ⓢ

東近江市立八日市文化芸術会
館
804席
（内補助51席，車椅子席3）

527-0039東近江市青葉町1-50
電◯0748-23-6862
Ⓕ0748-23-6863
� （1981年）

　　　①14,400円　②19,200円
　　　③33,600円　④67,200円

（税込）

ⓎＣＦ

ひこね市文化プラザ
＜グランドホール＞1,480席
＜エコーホール＞ 346席
＜メッセホール＞ 270席

522-0055彦根市野瀬町187-4
電◯0749-26-8601
電◯0749-27-5200チケットセンター
Ⓕ0749-26-8602

� （1997年）

＜グ＞①25,130円　② 42,950円
　　　③55,520円　④112,080円
＜エ＞① 6,280円　② 11,520円
　　　③14,660円　④ 29,330円
＜メ＞① 6,070円　②  9,630円
　　　③12,880円　④ 26,500円

ⓈD-274×2
ⒷMod.275
ⓎＣＦ

日野町町民会館
わたむきホール虹
＜大＞754席
＜小＞250席

529-1601滋賀県蒲生郡日野町松
尾1661
電◯0748-53-3233
Ⓕ0748-53-3232

＜大＞① 8,000円　②11,000円
　　　③13,000円　④32,000円
＜小＞① 2,000円　② 2,800円
　　　③ 3,400円　④ 8,200円

ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ5Ｅ

フィガロホール
定員100名

520-0837大津市中庄1-16-14
電◯077-522-3106
Ⓕ077-522-3614� （1998年）

　　　①35,000円　② 49,000円
　　　③59,000円　④101,000円

ⓈＢ
ⒹＤ
Ⓒ

文芸セミナリヨホール
380席（車椅子席6）

521-1321近江八幡市安土町桑実
寺777
電◯0748-46-6507
Ⓕ0748-46-6510� （1994年）

　　　① 4,190円　② 8,390円
　　　③11,530円　④24,120円

Ⓟマンダー社製30ストッ
プ
ⒷMod.275
ⓀＣＡ-70

守山市民ホール
＜大＞1,300席

524-0051守山市三宅町125
電◯077-583-2532
Ⓕ077-583-3189

　　　①33,200円　②46,500円
　　　③66,500円

（税込）

ⓈＨＭ
ⓎＣＦ
ⓀＧＳ-70

https://www.s-bunsan.jp
http://yokaichi-bungei.com
https://www.bunpla.jp
http://figaro-hall.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（滋賀県・京都府）

野洲市さざなみホール
495席

520-2422野洲市比留田3313-3
電◯077-589-3111
Ⓕ077-589-3105� （1992年）

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③15,000円

ⓈD-274
ⓀEX

野洲文化ホール
1,015席
（親子席72，車椅子席12）

520-2331野洲市小篠原2142
電◯077-587-1950
� （1983年）

　　　①15,000円　②30,000円
　　　③45,000円　④90,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦ

栗東芸術文化会館さきら
＜大＞810席（固定）
＜中＞406席（固定）
＜小＞200席（可動）

520-3031栗東市綣2-1-28
電◯077-551-1455
Ⓕ077-551-2272

＜大＞①19,200円　②32,000円
　　　③38,400円　④76,000円
＜中＞① 9,600円　②16,000円
　　　③19,200円　④38,000円
＜小＞① 4,800円　② 8,000円
　　　③ 9,600円　④19,000円

ⓈD-274　ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ5，Ｃ3
ⓀＥＸ　 Ｂ◇GP193
PファツィオーリF-278
▪マリンバ，ティンパニ
他

ルッチプラザ・ベルホール
310
367席（内57席可動）

521-0242米原市長岡1050-1
電◯0749-55-4550
Ⓕ0749-55-4556
� （2001年）

１時間当たり　　2,000円
ステージのみ使用1,000円
市外及び1,000円以上入場料徴収の場
合2倍料金

ⓈD-274　ⓎＣ3Ｌ
▪ティンパニ，コンサー
トバスドラム、ドラムセ
ット

　〔京　都　府〕

青山音楽記念館 ★
（バロックザール）
200席

615-8282京都市西京区松尾大利
町9-1
電◯075-393-0011
Ⓕ075-393-0013

　　10時30分〜18時 99,000円
　　13時〜21時30分143,000円
10時30分〜21時30分170,500円

（税込）

ⓈＤ型×2
ⒷMod.290インペリアル

宇治市文化センター
（宇治市文化会館）
＜大＞1,308席
＜小＞ �394席

611-0023宇治市折居台1-1
電◯0774-39-9333
Ⓕ0774-39-9339

� （1984年）

＜大＞①35,200円　② 52,800円
　　　③60,500円　④124,300円
＜小＞①20,900円　② 27,500円
　　　③30,800円　④ 61,600円

（税込）

Ⓢフルコン，セミコン

京都芸術劇場
＜春秋座＞843席
（最大950人）
＜studio21＞100名（可動）

606-8271京都市左京区北白川瓜
生山2-116京都造形芸術大学内
電◯075-791-9207
Ⓕ075-791-9438� （2001年）

＜春＞④入場料無料の場合250,000円
　　　　有料公演500,000円
企画書を送付して頂き，審査後使用
許諾。

ⓎＳ6Ａ

京都こども文化会館
（エンゼルハウス）
608席

602-8336京都市上京区一条通七
本松西入瀧ケ鼻町431-1
電◯075-464-0356
Ⓕ075-464-0391� （1982年）

　　　①16,000円　②24,000円
　　　③32,000円　④65,000円

Ⓢフルコン
Ⓚフルコン，セミコン

京都コンサートホール ★
＜大＞1,839席
＜小・アンサンブルホールム
ラタ＞514席

606-0823京都市左京区下鴨半木
町1-26
（公財）京都市音楽芸術文化振興
財団
電◯075-711-2980
Ⓕ075-711-2955
� （1995年）

＜大＞①179,770円　②252,060円
　　　③359,540円　④791,370円
＜小＞① 42,120円　② 58,460円
　　　③ 83,600円　④184,180円

ⓈＤ-274×3　ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ　ⓀＥＸ
Ⓟヨハネス・クライス社
製
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
▪ポジティフオルガン

京都市右京ふれあい文化会館
固定448席＋車イス席4＋親子
室10席

616-8065京都市右京区太秦安井
西裏町11番地の6
電◯075-822-3349
Ⓕ075-822-3384� （2001年）

　　　①24,510円　②31,430円
　　　③36,460円　④92,400円

（税込）

ⓈＤ-274

京都市北文化会館
405席（含車椅子席）
親子室20名

603-8142京都市北区小山北上総
町49-2キタオオジタウン内
電◯075-493-0567
Ⓕ075-493-0607� （1995年）

　　　①24,510円　②31,430円
　　　③36,460円

ⓈＤ-274

京都市呉竹文化センター
600席（固定544席，壁付34席，
可動22席）

612-8085京都市伏見区京町南7-
35-1
電◯075-603-2463
Ⓕ075-603-2465� （1990年）

　　　①40,850円　②52,380円
　　　③60,760円

（税込）

ⓈＤ型

京都市男女共同参画センター
（ウィングス京都）
＜イベントホール＞280席
（固定席240，補助40席）

604-8147京都市中京区東洞院通
六角下る御射山町262番地
電◯075-212-7490
Ⓕ075-212-7460

　　　①20,880円　②27,250円
　　　③31,370円

ⓈＤ-274

京都市東部文化会館
固定498席
（車椅子席3，親子室14席）

607-8169京都市山科区椥辻西浦
町1-8
電◯075-502-1012
Ⓕ075-502-1014� （1987年）

　　　①40,850円　② 52,380円
　　　③60,760円　④130,910円

（税込）

ⓈＣ-227

http://barocksaal.com
http://ujibunka.or.jp/
http://k-pac.org
http://www.eonet.ne.jp/~angel-house/
https://kyotoconcerthall.org
https://www.kyoto-ongeibun.jp/ukyo/
https://www.kyoto-ongeibun.jp/kita/
http://kyoto-ongeibun.jp/kuretake/
https://www.kyoto-ongeibun.jp/toubu/


全国都道府県別会館・ホール便覧（京都府）

京都市西文化会館ウエスティ
固定448席（親子室8席）

615-8225京都市西京区上桂森下
町31-1
電◯075-394-2005
Ⓕ075-394-2010� （1993年）

　　　①40,850円　②52,380円
　　　③60,760円
※無料催しは減額されます。

ⓈＤ-274

京都府丹後文化会館
固定760席（補助98席，立見
含め1,000人収容）

627-0012京丹後市峰山町杉谷
1030
電◯0772-62-5200
Ⓕ0772-62-6852

　　　①25,000円　②33,000円
　　　③41,000円　④88,000円

ⓎＣＦⅡ

京都府長岡京記念文化会館
1,000席（車椅子席4）

617-0824長岡京市天神4-1-1
電◯075-955-5711
Ⓕ075-955-4774

　　　①23,000円　②35,000円
　　　③42,000円　④90,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

京都府中丹文化会館
1,000席

623-0005綾部市里町久田21-20
電◯0773-42-7705
Ⓕ0773-42-7783

　　　①26,250円　②34,650円
　　　③43,050円　④92,400円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

京都府立府民ホール
“アルティ”
100〜560席

602-0912京都市上京区烏丸通一
条下る龍前町590-1
電◯075-441-1414
Ⓕ075-441-6911
http://www.alti.org/

　　　①29,500円　② 44,800円
　　　③59,100円　④120,100円

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ

京都府立文化芸術会館
422席（車椅子席3）

602-0858京都市上京区寺町通広
小路下ル東桜町1
電◯075-222-1046
Ⓕ075-211-2013

　　　①17,400円　②27,900円
　　　③38,400円　④75,400円

（税込）

ⓈＤ-274

けいはんなプラザ ★
京都府立けいはんなホール
＜メインホール＞
1,000席（内可動358席）

619-0237京都府相楽郡精華町光
台1-7
電◯0774-95-5200
Ⓕ0774-98-2205

　　　①125,000円　②175,000円
　　　③150,000円　④400,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

テアトロ・マロン
120席

603-8435京都市北区紫竹栗栖町
15朝倉ビル2階
電◯075-491-5971
Ⓕ075-492-6069

　　　①14,000円　②17,000円
　　　③20,000円
（パック料金3区分：35,000円）

ⓎＣ7

福知山市厚生会館
1,002席

620-0038福知山市字中ノ170-5
電◯Ⓕ0773-22-4955

　　　① 6,500円　② 7,300円
　　　③11,000円　④23,400円

ⓈD-274
ⓎＣＦ

文化パルク城陽
＜プラムホール＞
1,305席（内車椅子席12）
＜ふれあいホール＞
400席（内326席可動）

610-0121城陽市寺田今堀1
電◯0774-55-1010
Ⓕ0774-58-2144

＜プ＞①35,500円　② 56,800円
　　　③71,000円　④146,970円
＜ふ＞①11,000円　② 17,600円
　　　③22,000円　④ 45,540円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ
▪マリンバ，ティンパニ
他

舞鶴市総合文化会館 ★
＜大＞1,410席
＜小＞350席

625-0036舞鶴市字浜2021
電◯0773-64-0880
Ⓕ0773-62-4867
� （1983年）

＜大＞①29,200円　② 39,000円
　　　③46,800円　④115,000円
＜小＞① 4,350円　② 5,850円
　　　③ 7,000円　④17,200円

ⓈD-274
ⓎＣＦ
ⓀＥＸ

南山城村文化会館
（やまなみホール）
387席

619-1411京都府相楽郡南山城村
北大河原久保8
電◯0743-93-0560
Ⓕ0743-93-0596

　　　① 7,500円　②12,000円
　　　③16,500円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

宮津会館
800席

626-0041宮津市鶴賀2164
電◯0772-20-3390
Ⓕ0772-20-3391

　　　①21,600円　②21,600円
　　　③30,000円　④61,200円

ⓈD-274

八幡市文化センター
＜大＞1,210席（車椅子席10）
＜小＞400席

614-8037八幡市八幡高畑5-3
電◯075-971-2111
Ⓕ075-971-2114

� （1983年）

＜大＞①30,300円　② 50,200円
　　　③52,300円　④119,520円
＜小＞①13,500円　② 23,000円
　　　③24,000円　④ 54,450円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦ，Ｃ７

龍谷大学響都ホール校友会館
362席（内車椅子席5）

601-8003京都市南区東九条西山
王町31アバンティビル9Ｆ
電◯075-671-5670
Ⓕ075-671-5662

　　　①44,280円　② 56,160円
　　　③64,800円　④165,240円

（税込）

Ⓢセミコン
ⓎＣＦⅢ

https://www.kyoto-ongeibun.jp/westy/
http://www.alti.org
http://www.mai-bunka.jp/
http://www.yawata-bunka.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（京都府・奈良県）

ロームシアター京都
＜メイン＞2,005席
＜サウス＞� 716席
＜ノース＞仮設200席

606-8342京都市左京区岡崎最勝
寺町13
電◯075-771-6051
Ⓕ075-746-3366

＜メ＞① 91,600円　②167,100円
　　　③211,000円　④408,800円
（平日1階席のみ利用，入場無料）
＜サ＞① 44,400円　② 81,600円
　　　③101,000円　④198,200円
＜ノ＞① 18,300円　② 22,800円
　　　③ 27,400円　④ 61,800円

ⓈD-274×3
ⓎＣＦＸ×2

　〔奈　良　県〕

秋篠音楽堂
304席

631-8511奈良市西大寺東町2-4-1
ならファミリー6F
電◯0742-35-7070
Ⓕ0742-35-8140� （1991年）

　　　①43,000円　② 57,000円
　　　③67,000円　④124,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ-ＳＡ

斑鳩町文化振興センター
（いかるがホール）
＜大＞729席（内車椅子席4）
＜小＞可動224席

636-0123奈良県生駒郡斑鳩町興
留10-6-43
電◯0745-75-7743
Ⓕ0745-75-7799
� （1997年）

＜大＞①13,200円　②24,200円
　　　③25,300円　④62,700円
＜小＞① 5,830円　②11,000円
　　　③11,550円　④28,380円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓒ
▪ティンパニ

王寺町やわらぎ会館
＜イベントホール＞202席

636-0002奈良県北葛城郡王寺町
王寺2-1-18
電◯0745-31-5555
Ⓕ0745-72-9588

　　　① 9,000円　②14,000円
　　　③16,000円　④31,000円

Ⓢ �

かしはら万葉ホール
＜ロマントピアホール＞
849席（内車椅子席6）
※2020.10.1〜2021.6月末
　改修工事予定

634-0075橿原市小房町11-5
電◯0744-29-1300
Ⓕ0744-24-9710

� （1996年）

　　　①20,110円　②26,810円
　　　③23,460円　④70,380円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

三郷町文化センター
＜文化ホール＞431席

636-0812奈良県生駒郡三郷町勢
野西1-2-2
電◯0745-72-4461
Ⓕ0745-72-8938� （1985年）

　　　①10,500円　②14,700円
　　　③17,850円　④37,800円

（税込）

ⓎＳ400Ｂ

奈良県橿原文化会館
＜大＞1,304席
＜小＞�300席
※2021.1月〜3月貸館停止

634-0005橿原市北八木町3-65-5
電◯0744-23-2771
Ⓕ0744-25-6801

� （1982年）

＜大＞①30,370円　② 42,950円
　　　③73,320円　④134,080円
＜小＞① 8,370円　② 12,150円
　　　③20,520円　④ 36,660円

（税込）

ⓈD-274，Ｂ-211
ⓎＣＦ，Ｃ7

奈良県文化会館
＜国際ホール＞1,313席
＜小＞�300席

630-8213奈良市登大路町6-2
電◯0742-23-8921
Ⓕ0742-22-8003

� （1968年）

＜国＞① 57,610円　② 82,750円
　　　③140,370円　④253,510円
＜小＞① 10,680円　② 14,030円
　　　③ 18,630円　④ 38,020円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7

なら100年会館
＜大＞1,152〜1,692席（可動）
＜中＞434席（固定）
＜小＞100席（多目的）

630-8121奈良市三条宮前町7-1
電◯0742-34-0100
Ⓕ0742-34-1000

� （1999年）

＜大＞① 63,600円　②106,800円
　　　③146,400円　④285,600円
＜中＞① 32,400円　② 52,800円
　　　③ 72,000円　④141,600円
＜小＞①  3,480円　②  5,760円
　　　③  7,920円　④ 15,480円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン
Ⓑフルコン

大和郡山市立文化会館
（やまと郡山城ホール）
＜大＞1,005席（内車椅子席9，
プロセニアム型式，コンサー
トホール型式等有）
＜小＞309席（内車椅子席4）

639-1160大和郡山市北郡山町
211-3
電◯0743-54-8000
Ⓕ0743-54-8001

� （2001年）

＜大＞①18,700円　②26,400円
　　　③34,100円　④67,100円
（入場料2,000円以下の場合・税込）
＜小＞① 7,700円　②11,000円
　　　③14,300円　④28,600円
（入場料1,000円以下の場合・税込）
※市民以外利用の場合10割増

ⓈD-274，B-211
ⓎＣＦ，Ｇ3
Ｂ◇
▪マリンバ

大和高田市文化会館
（さざんかホール）
＜大＞1,036席＋車椅子席4
＜小＞��236席＋車椅子席2

635-0082大和高田市本郷町6-36
電◯0745-53-8200
Ⓕ0745-53-8201

� （1996年）

＜大＞①17,800円　②24,080円
　　　③31,420円　④73,300円
＜小＞① 7,300円　②10,470円
　　　③13,610円　④31,410円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7

http://www.akishino-ongakudo.com
https://kashibun.jp
http://www.pref.nara.jp/1717.htm
http://www.nara100.com
http://www.city.yamatotakada.nara.jp/sazanka-hall/


全国都道府県別会館・ホール便覧（和歌山県・大阪府）

　〔和  歌  山  県〕

紀南文化会館
＜大＞1,224席
＜小＞�451席

646-0033田辺市新屋敷町1
電◯0739-25-3033
Ⓕ0739-26-3220

＜大＞①16,200円　②22,680円
　　　③35,640円　④64,800円
＜小＞① 5,400円　② 7,560円
　　　③11,880円　④21,600円

（税込）

ⓎⓀフルコン，セミコン

紀美野町文化センター
（みさとホール）
504席（内車椅子席用4）

640-1243和歌山県海草郡紀美野
町神野市場217
電◯073-495-9055
Ⓕ073-495-9008

　　　①11,000円　②16,500円
　　　③22,000円　④49,500円

（税込）

ⓈD-274

御坊市民文化会館
900席

644-0002御坊市薗258-2
電◯0738-23-4881
Ⓕ0738-23-4882

　　　①14,040円　②19,440円
　　　③31,320円　④56,160円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ7

橋本市民会館
641席

648-0072橋本市東家1-6-27
電◯0736-33-6108
Ⓕ0736-32-3860� （1969年）

　　　①12,800円　②19,200円
　　　③28,180円　④60,180円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＦＣ

和歌山県民文化会館
＜大＞2,000席（内車椅子席11）
＜小＞ �328席（内車椅子席4）

640-8269和歌山市小松原通1-1
電◯073-436-1331
Ⓕ073-436-1335

＜大＞① 36,300円　② 50,800円
　　　③ 79,900円　④145,300円
＜小＞① 10,800円　② 15,100円
　　　③ 24,000円　④ 43,600円
� （税込）

Ⓢフルコン×2
ⓎＣＦ，ＣＦⅢ-Ｓ

和歌山県立図書館文化情報セ
ンターメディア・アート・ホ
ール
300席

641-0051和歌山市西高松1-7-38
電◯073-436-9530
Ⓕ073-436-9531
� （1993年）

　　　①11,620円　②15,530円
　　　③11,630円　④34,910円

（税込）

ⓈＤ-274，M-170

和歌山市民会館
＜大＞1,406席
＜小＞ �656席
＜市民ホール＞350席

640-8204和歌山市伝法橋南ノ丁7
電◯073-432-1212
Ⓕ073-432-0227
� （1979年）

＜大＞① 31,710円　② 43,140円
　　　③ 69,190円　④122,810円
＜小＞① 15,480円　② 21,240円
　　　③ 33,680円　④ 60,860円

Ⓢフルコン　Ⓨフルコン
Ⓚフルコン　Ⓓセミコン

　〔大　阪　府〕

あいおいニッセイ同和損保ザ・
フェニックスホール
301席

530-0047大阪市北区西天満4-15-
10あいおいニッセイ同和損保フ
ェニックスタワー内
電◯06-6363-0311
Ⓕ06-6363-0550� （1995年）

　　　① 88,000円　②121,000円
　　　③148,500円
　　　④242,000円〜258,500円
（④は利用時期により設定・税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

池田市民文化会館
（アゼリアホール）
＜大＞1,066席
＜小＞�243席

563-0031池田市天神1-7-1
電◯072-761-8811
Ⓕ072-761-1987

� （1975年）

＜大＞ 9時〜17時　60,000円
　　　13時〜22時　85,000円
　　　　　　　 ④100,000円
＜小＞ 9時〜17時　25,000円
　　　13時〜22時　30,000円
　　　　　　　 ④ 34,000円
※2020年4月料金改定あり� （税込）

ⓈD-274　�
ⓎＣＦ，Ｃ6
ⒷMod.290

泉佐野市立文化会館
（エブノ泉の森ホール）
＜大＞1,376席
＜小＞ �457席

598-0005泉佐野市市場東1-295-1
電◯072-469-7101
Ⓕ072-469-7111
� （1996年）

＜大＞①36,200円　② 51,700円
　　　③64,100円　④152,000円
＜小＞①15,800円　② 21,100円
　　　③25,400円　④ 62,300円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7，ＦＣ

和泉シティプラザ
和泉市生涯学習センター
＜弥生の風ホール＞664席

594-0041和泉市いぶき野5-4-7
電◯0725-57-6661
Ⓕ0725-57-6664

　　　①25,500円　②34,000円
　　　③37,400円　④96,900円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣ3Ｌ

いずみホール
821席

540-0001大阪市中央区城見1-4-70
住友生命ＯＢＰプラザビル内
電◯06-6944-1049
Ⓕ06-6944-1190

� （1990年）

 9時〜16時30分　450,000円
13時〜21時30分　480,000円
 9時〜21時30分　500,000円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ　ⒷMod.290
P1820年代ナネッテ・シ
ュトライヒャー製
Ⓟケーニヒ社製46ストッ
プ　Ⓒアトリエ・フォン・
ナーゲル社製

逸翁美術館マグノリアホール
120席

563-0058池田市栄本町12-27
電◯072-751-3865
Ⓕ072-751-2427� （2009年）

　　　①30,000円　②40,000円
　　　③50,000円　④80,000円

ⓈB-211

http://kimino-culture-c.holy.jp
http://www.eonet.ne.jp/~hashimoto-shimin/
http://www.wacaf.or.jp
http://www.lib.wakayama-c.ed.jp/bunjyo/index.html
http://www.qualia.ne.jp/civic-hall/
http://www.azaleanet.or.jp
http://www.cf-izumisano.or.jp/izuminomori
http://www.izumihall.jp
https://www.hankyu-bunka.or.jp/magnolia-hall/


全国都道府県別会館・ホール便覧（大阪府）

茨木市市民総合センター ★
（クリエイトセンター）
＜センターホール＞426席
（車椅子席3）

567-0888茨木市駅前4-6-16
電◯072-624-1726
Ⓕ072-625-3036
� （1989年）

　　　①18,900円　②25,110円
　　　③25,110円　④69,120円

（税込）

ⓀＥＸ

茨木市福祉文化会館 ★
（オークシアター）
＜文化ホール＞
345席（車椅子席2）

567-0888茨木市駅前4-7-55
電◯072-623-3962
Ⓕ072-625-5423
� （1981年）

　　　①10,350円　②13,810円
　　　③13,810円　④37,980円

（税込）

ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

梅田芸術劇場
＜メインホール＞1,905席
＜シアター・ドラマシティ＞ �
898席

530-0013大阪市北区茶屋町19-1
＜メ＞電◯06-6377-3800
　　　Ⓕ06-6377-3889
＜シ＞電◯06-6377-3888
　　　Ⓕ06-6377-3889

NHK大阪ホール
1,417席（内車椅子席8）

540-8501大阪市中央区大手町4-1-
20
電◯06-6937-6000
Ⓕ06-6937-6001� （2001年）

　　　①385,000円　②550,000円
　　　③704,000円　④880,000円

（税込）

ⓈD-274×2

大阪倶楽部4Ｆホール
200〜280席

541-0042大阪市中央区今橋4-4-11
電◯06-6231-8361
Ⓕ06-6231-8365

　　10時〜13時：1時間17,500円
　　13時〜17時：1時間20,000円
　　17時〜21時：1時間21,000円
　　20時超：加算金10,000円
　（1時間以内に限る）

ⓈB-211
ⓀGS-70

大阪国際交流センター
（アイハウス）
＜大＞1,006席
＜小＞172〜200席

543-0001大阪市天王寺区上本町
8-2-6
電◯06-6772-6729
Ⓕ06-6772-7600

＜大＞① 91,770円　②121,800円
　　　③176,400円　④304,500円
＜小＞① 22,680円　② 30,240円
　　　③ 44,100円　④ 75,600円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｓ400Ｂ

大阪狭山市文化会館
（SAYAKAホール）
＜大＞1,208席
＜小＞ 368席

589-0005大阪狭山市狭山1-875-1
電◯072-365-8700
Ⓕ072-365-6700
� （1994年）

＜大＞①36,000円　② 48,000円
　　　③55,000円　④120,000円
＜小＞①12,000円　② 16,000円
　　　③18,000円　④ 40,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢS，ＣＦⅢ

大阪市中央公会堂
＜大集会室（ホール）＞1,161席
＜中集会室（多目的会議室）＞
�500席

530-0005大阪市北区中之島1-1-27
電◯06-6208-2002
Ⓕ06-6208-2003

＜大＞①50,000円　② 80,000円
　　　③70,000円　④180,000円
＜中＞①27,300円　② 43,700円
　　　③38,300円　④ 98,400円

ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.225
Pアウグスト・フェアシ
ュター

大阪城音楽堂（野外）
3,002席（内椅子席1,945，その
他芝生席）

540-0002大阪市中央区大阪城3-
11大阪城公園内
電◯06-6947-1197
Ⓕ06-6947-5731

　　　9時30分〜16時　20,000円
　　　　 17時〜21時　26,000円
�  �　　　  �④42,000円

ⓎＣＦ7，Ｃ5

大阪城ホール
16,000席

540-0002大阪市中央区大阪城3-1
電◯0570-0345-33
Ⓕ06-6943-5363

④4,000,000円
　　準備料金1,800,000円

Ⓢフルコン

大阪市立阿倍野区民センター
＜大＞644席
＜小＞302席

545-0052大阪市阿倍野区阿倍野
筋4-19-118
電◯06-4398-9877
Ⓕ06-4398-9878

＜大＞①13,100円　②17,500円
　　　③17,500円　④42,100円
＜小＞①11,000円　②14,600円
　　　③14,600円　④34,900円

ⓎＳ4Ａ，NewＣＦⅢＳ

大阪市立こども文化センター
386席（内車椅子席2，親子席6）
※2020.8月〜2021.3月天井工
事のため使用停止

554-0012大阪市此花区西九条6-1-
20

　　　①30,600円　② 37,800円
　　　③34,200円　④102,600円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）
＜メインホール＞2,754席

530-0005大阪市北区中之島5-3-51
電◯06-4803-5555
Ⓕ06-4803-5620� （2000年）

　　　①748,000円　②1,045,000円
　　　③891,000円　④1,485,000円
（全席使用で興業利用の場合・税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

大阪府立男女共同参画・青少
年センター ★

（ドーンセンターホール）
494席（車椅子席6）

540-0008大阪市中央区大手前1-3-
49
電◯06-6910-8500
Ⓕ06-6910-8775

　　　①44,600円　② 71,400円
　　　③62,200円　④178,200円

（税込）

ⓈD-274

大阪府立労働センター
（エル・おおさか）
＜エル・シアター＞801席
＜プチ・エル＞80席

540-0031大阪市中央区北浜東3-
14
電◯06-6942-0001
Ⓕ06-6942-1933
� （1978年）

＜エ＞① 45,800円　② 91,200円
　　　③138,000円　④211,200円
＜プ＞①  9,400円　②  9,400円
　　　③ 12,600円　④ 31,400円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＳⅡ

http://www.ibabun.jp/
http://www.ibabun.jp/
http://www.nhk-osakahall.jp
http://www.sayaka-hall.jp
http://www.gco.co.jp
http://l-osaka.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（大阪府）

貝塚市民文化会館 ★
（コスモスシアター）
＜大＞1,218席（車椅子席6）
＜中＞�483席
＜小＞100席設置可能

597-0072貝塚市畠中1-18-1
電◯072-436-5031
Ⓕ072-436-5036

� （1993年）

＜大＞①33,000円　② 44,000円
　　　③56,000円　④133,000円
＜中＞①15,000円　② 20,000円
　　　③26,000円　④ 61,000円
＜小＞① 3,900円　②  5,200円
　　　③ 6,400円　④ 15,500円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ，S400E

柏原市民文化会館
（リビエールホール）
＜大＞1,154席
＜小＞277席

582-8555柏原市安堂町1-60
電◯072-972-6681
Ⓕ072-972-2099

＜大＞①29,000円　② 44,000円
　　　③51,000円　④110,000円
＜小＞① 8,000円　② 12,000円
　　　③14,000円　④ 30,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ×2，ＣＦⅢ

門真市民文化会館
（ルミエールホール）
＜大＞1,104席（車椅子席6）
＜小＞252席（車椅子席4）

571-0030門真市末広町29-1
電◯06-6908-5300
Ⓕ06-6908-5922

� （2005年）

＜大＞①42,000円　② 56,000円
　　　③72,500円　④136,500円
＜小＞①12,000円　② 16,000円
　　　③21,000円　④ 40,000円
（大ホールはホワイエも使用の場合）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓑ275

河内長野市立文化会館
（ラブリーホール）
＜大＞1,308席
＜小＞464席

586-0016河内長野市西代町12-46
電◯0721-56-6100
Ⓕ0721-56-6111
� （1992年）

＜大＞①35,000円　② 52,000円
　　　③62,000円　④130,000円
＜小＞①12,000円　② 18,000円
　　　③20,000円　④ 46,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦⅢ

岸和田市立浪切ホール
＜大＞1,552席
＜小＞288席

596-0014岸和田市港緑町1-1
電◯072-439-4173
Ⓕ072-439-4551

� （2002年）

＜大＞①52,800円　② 70,400円
　　　③88,000円　④211,200円
＜小＞①13,200円　② 17,600円
　　　③22,000円　④ 52,800円

（税込）

ⒷMod.280
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6×2

岸和田市立文化会館
（マドカホール）
501席

596-0004岸和田市荒木町1-17-1
電◯072-443-3800
Ⓕ072-443-4627� （1984年）

　　　①26,000円　②36,000円
　　　③39,000円　④92,000円

ⓎＣＦ
Ⓑ

堺市教育文化センター中文化
会館

（ソフィア・堺ホール）
794席（車椅子席4）

599-8273堺市中区深井清水町
1426
電◯072-270-8110
Ⓕ072-270-8119� （1994年）

　　　①22,100円　②36,450円
　　　③38,860円　④97,410円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290

堺市立勤労者総合福祉センタ
ー（サンスクエア堺）
＜サンスクエアホール＞400席

590-0014堺市堺区田出井町2-1
電◯072-222-3561
Ⓕ072-222-8522

　　　①20,500円　②30,700円
　　　③25,600円　④76,800円
※冷暖房加算有

ⓈD-274
ⓎＣ7Ｌ

堺市立栂文化会館
709席（車椅子席5）
※2020年9月〜2021年6月改修
工事予定

590-0141堺市南区桃山台2-1-2
電◯072-296-0015
Ⓕ072-291-7083

　　　①12,980円　②22,100円
　　　③25,970円　④61,050円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

堺市立西文化会館
（ウェスティホール）
540席＋可動席156＋車椅子席
5＋親子席4

593-8324堺市西区鳳東町6-600
電◯072-275-0120
Ⓕ072-275-0130
� （1996年）

　　　①15,600円　②25,970円
　　　③31,210円　④72,780円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

堺市立東文化会館
（メインホール）
401席（車椅子席5）

599-8123堺市東区北野田1084-
136
電◯072-230-0134
Ⓕ072-230-0138

　　　①18,850円　②25,130円
　　　③25,130円　④69,110円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ｂ
ⓀＲＸ-Ｂ

ザ・カレッジ・オペラハウス  
★
756席（オーケストラ･ピット
使用時652席）

561-8555豊中市庄内幸町1-1-8
電◯06-6334-2824
Ⓕ06-6334-2164
� （1989年）

一般への貸出しはしていない ⓈＤ×2　ⓎＣＦⅢS　C7
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製

ザ・シンフォニーホール ★
1,704席
（補助58席，立見83名）

531-8501大阪市北区大淀南2丁目
3-3
電◯06-6453-1010
ザ・シンフォニー　チケットセ
ンター
電◯06-6453-2333� （1982年）

　　　①450,000円　② �700,000円
　　　③900,000円　④1,350,000円

ⓈハンブルグD-274×3
ⓎＣＦＸ
Ⓟクーン社製54ストップ
3段手鍵盤
Ⓒメルツドルフ社製1640
年モデル

サンケイホールブリーゼ
912席（車椅子席有）

530-0001大阪市北区梅田2-4-9ブ
リーゼタワー7Ｆ
電◯06-6341-3999
Ⓕ06-6341-3347

　　　①612,000円　②612,000円
　　　④720,000円

ⓈＤ-274×2

四條畷市市民総合センター
（市民ホール）
713席

575-0052四條畷市中野3-5-25
電◯072-879-2121
Ⓕ072-877-5200

　　　① 8,000円　②12,000円
　　　③14,000円　④34,000円

Ⓚフルコン

http://www.cosmostheater.or.jp
http://npotoybox.jp/lumi/
https://lovelyhall.com
https://namikiri.jp/
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/10/
http://sofia-sakai.jp
http://www.westy-ogbc.jp
https://www.sakai-bunshin.com/facilities/east/about/
http://daion.ac.jp/campus/opera/
http://www.symphonyhall.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（大阪府）

吹田市文化会館メイシアター
※2020年夏まで改修工事で休
館中

564-0041吹田市泉町2-29-1
電◯06-6380-2221
Ⓕ06-6330-7230
� （1985年）

Ⓢ
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ×2，
Ｃ7Ａ

すばるホール
804席（内車椅子席6）

584-0084富田林市桜ケ丘町2-8
電◯0721-25-0222
Ⓕ0721-25-0550� （1991年）

　　　①27,500円　② 40,740円
　　　③48,370円　④101,850円

（税込）

Ⓢ
Ⓨ

摂津市民文化ホール
（くすのきホール）
452席（車椅子席4）

566-0034摂津市香露園32-16
電◯072-635-1404
Ⓕ072-635-1425� （1980年）

　　　①13,000円　②16,900円
　　　③20,800円　④50,700円

（税込）

ⓎＣＦ

泉南市立文化ホール ★
506席

590-0525泉南市馬場1-2-1
電◯072-482-7767

　　　①20,700円　②27,600円
　　　③34,500円　④82,800円

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

たかいし市民文化会館 ★
（アプラホール）
＜大＞800席
（内車椅子席10，親子席10）
＜中＞約500席
（大ホールの1階席のみ使用）
＜小＞153席
（内車椅子席3，親子席3）

592-0014高石市綾園1-9-1
電◯072-267-0018
Ⓕ072-267-0200

＜大＞①27,000円　② 38,000円
　　　③44,000円　④100,000円
＜中＞①18,900円　② 26,600円
　　　③30,800円　④ 70,000円
＜小＞① 5,000円　②  7,000円
　　　③ 8,500円　④ 19,000円

ⓈD-274
ⓎＳ６Ａ

高槻現代劇場
＜大＞1,564席
＜中＞�602席

569-0077高槻市野見町2-33
電◯072-671-1061
Ⓕ072-671-7755� （1964年）

＜大＞＜中＞
　　　①16,760円　②31,420円
　　　③41,900円　④73,330円

ⓈＤ-274
ⓎＦＣ，ＣＦⅢＳ

豊中市立文化芸術センター
＜大＞1,344席
＜中（アクア）＞490席
＜小＞202席

561-0802豊中市曽根東町3-7-2
電◯06-6864-3901
Ⓕ06-6863-0191

＜大＞①42,600円　② 56,800円
　　　③56,800円　④156,200円
＜中＞①14,400円　② 24,000円
　　　③26,400円　④ 60,000円
＜小＞① 8,400円　② 11,200円
　　　③11,200円　④ 30,800円

ⓈD-274×2，Ｄ
ⓎＣＦＸ，ＣＦ
Ⓒツッカーマン社製ハイ
マンフレンチダブル

豊中市立ローズ文化ホール
劇場型336席
（フラット506席）

561-0855豊中市野田町4-1
電◯06-6331-7961
Ⓕ06-6336-9312

　　　①11,000円　②18,330円
　　　③20,160円　④45,830円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＳ400Ｂ

豊能町立ユーベルホール
505席（内車椅子席3）

563-0103大阪府豊能郡豊能町東
ときわ台1-2-5
電◯072-738-7700
Ⓕ072-738-6848� （1993年）

　　　①13,100円　②18,350円
　　　③18,350円　④49,800円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

富田林市市民会館
（レインボーホール）
＜中＞360席
＜多目的＞900席

584-0012富田林市粟ヶ池町2969-
5
電◯0721-25-1117
Ⓕ0721-24-5996

＜中＞① 7,400円　② 9,900円
　　　③13,000円　④26,000円
＜多＞①12,800円　②17,100円
　　　③22,300円　④44,800円

（税込）

Ⓨフルコン

寝屋川市立市民会館
1,203席

572-0848寝屋川市秦町41-1
電◯072-823-1221
Ⓕ072-823-1224� （1970年）

　　　①23,000円　②31,000円
　　　③31,000円　④68,000円

Ⓨフルコン

羽曳野市立生活文化情報セン
ター（LICはびきの）
＜ホールＭ＞638席（可動）

583-0854羽曳野市軽里1-1-1
電◯072-950-5500
Ⓕ072-950-5505

　　　①31,536円　② 41,580円
　　　③49,896円　④107,892円

（税込）

ⓈD-274　ⓎＣＦⅢＳ
Ⓟフェルスベルク社製

阪南市立文化センター
（サラダホール）
＜大＞724席（車椅子席3）
＜小＞�可動200席

599-0201阪南市尾崎町35-3
電◯072-471-9100
Ⓕ072-472-2980
� （1989年）

＜大＞①20,100円　②41,300円
　　　③51,800円　④98,400円
＜小＞① 3,600円　② 6,000円
　　　③ 7,200円　④15,100円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

東大阪市文化創造館
＜大＞1,500席
＜小＞ �300席
※2019年9月1日オープン

577-0034東大阪市御厨南2-3-4
電◯06-4307-5772
Ⓕ06-4307-5778

� （2019年）

＜大＞①37,200円　② 62,000円
　　　③74,400円　④164,900円
＜小＞①10,500円　② 17,500円
　　　③21,000円　④ 46,500円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦＸ，Ｓ3Ｘ

フェスティバルホール
2,700席

530-0005大阪市北区中之島2-3-18
�電◯06-6231-2221
�Ⓕ06-6231-2292

　　　①850,000円
　　　③1,350,000円　④1,600,000円

ⓈD-274×4
ⓎＣ7Ｅ

http://subaruhall.org/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/bunka/theater/
http://www.town.toyono.osaka.jp/file/jubel/
http://www.sarada-hall.com
https://higashiosaka.hall-info.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（大阪府・兵庫県）

フェニーチェ堺
（堺市民芸術文化ホール）
＜大＞2,000席
＜小＞��312席
※2019年10/1グランドオープ
ン

590-0061堺市堺区翁橋町2-1-1
電◯072-232-0220
Ⓕ072-232-0110

� （2019年）

＜大＞① 65,180円　②116,110円
　　　③141,570円　④280,090円
＜小＞①22,400円　②28,510円
　　　③28,510円　④79,420円

（税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦＸ×2
Pファツィオリ

藤井寺市立市民総合会館
（パープルホール）
＜大＞�1,269席
＜中＞�400席
＜小＞�250席

583-0035藤井寺市北岡1-2-3
電◯072-939-7020
Ⓕ072-939-7021

＜大＞①26,880円　② 45,360円
　　　③50,400円　④112,560円
＜中＞①13,100円　② 21,000円
　　　③27,210円　④ 53,760円
＜小＞① 6,910円　② 10,920円
　　　③12,600円　④ 25,200円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ5，Ｓ6

箕面市立市民会館 ★
（グリーンホール）
986席

562-0003箕面市西小路4-6-1
電◯072-723-2525
Ⓕ072-723-2526� （1966年）

　　　①12,600円　②16,800円
　　　③16,800円　④46,200円

（税込）

ⓎＦＣ，ＣＦⅢ

箕面市立メイプルホール
＜大＞500席
＜小＞100席

562-0001箕面市箕面5-11-23
電◯072-721-2123
Ⓕ072-721-0495

� （1988年）

＜大＞① 9,420円　②12,560円
　　　③12,560円　④34,540円
＜小＞① 3,780円　② 5,040円
　　　③ 5,040円　④13,860円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ5Ａ
ⒷMod.290インペリアル

ムラマツリサイタルホール
新大阪
250席（内車椅子席2）

532-0004大阪市淀川区西宮原2-1-
3ソーラ新大阪21ビル1階
電◯06-6398-6988
Ⓕ06-6398-6989

　　　　①＋②157,500円
　　　　②＋③157,500円
　　　　　　④189,000円

（税込）

ⓈＢ-211
Pブリュートナー

守口文化センター
＜エナジーホール＞436席
（車椅子席8）

570-0038守口市河原町8-22
電◯06-6992-1276
Ⓕ06-6992-1489� （1985年）

　　　①19,800円　②26,400円
　　　③33,000円　④79,200円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

森ノ宮ピロティホール
＜大＞1,030席

540-0003大阪市中央区森ノ宮中
央1-17-5
電◯06-6944-1151
Ⓕ06-6944-1153

＜大＞①500,000円　②600,000円
　　　③600,000円　④750,000円

Ⓢフルコン

八尾市文化会館
（プリズムホール）
＜大＞1,440席（内車椅子席6）
＜小＞�390席（内車椅子席4）

581-0803八尾市光町２-40
電◯072-924-5111
Ⓕ072-924-5010
� （1988年）

＜大＞①37,120円　② 62,330円
　　　③73,540円　④168,300円
＜小＞①14,300円　② 22,000円
　　　③25,300円　④ 55,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ
ⓀＥＸ

　〔兵　庫　県〕

相生市文化会館
（扶桑電通なぎさホール）
606席

678-0041相生市相生6-1-1
電◯0791-23-7118
Ⓕ0791-23-7175� （2016年）

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③20,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ
ⓀＧＸ-1

明石市立市民会館
（アワーズホール）
＜大＞1,268席
＜中＞450席

673-0883明石市中崎1-3-1
電◯078-912-1234
Ⓕ078-914-0970
� （1971年）

＜大＞①21,600円　②33,000円
　　　③41,200円　④78,000円
＜中＞① 8,700円　②13,200円
　　　③16,500円　④31,200円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓖセミコン

明石市立西部市民会館
固定494席（内親子室10）

674-0082明石市魚住町中尾702-3
電◯078-918-5678
Ⓕ078-946-2334� （1999年）

　　　①15,800円　②23,300円
　　　③29,500円　④56,000円

ⓎＣＦⅢＳ

赤穂市文化会館 ★
（ハーモニーホール）
＜大＞1,168席
＜小＞最大432席（可動）

678-0232赤穂市中広864
電◯0791-43-5111
Ⓕ0791-43-5950
� （1992年）

＜大＞①36,900円　② 48,700円
　　　③72,500円　④158,100円
＜小＞①11,900円　② 15,400円
　　　③22,600円　④ 49,900円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

あさご・ささゆりホール
可動300席

679-3431朝来市新井73-1
電◯079-672-6114
Ⓕ079-672-0500� （2002年）

　　　①6,000円　② 8,000円
　　　③8,000円　④22,000円

ⓈＤ-274

朝来市生野マインホール
固定418席（車椅子席5）

679-3301朝来市生野町口銀谷
594
電◯079-679-4500
Ⓕ079-679-4501� （1990年）

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③12,000円　④21,000円

ⓎＣＦⅢ

朝来市和田山ジュピターホー
ル
800席

669-5213朝来市和田山町玉置877
番地1
電◯079-672-1000
Ⓕ079-672-0500� （1992年）

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③20,000円　④55,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

http://minoh-bunka.com/green
http://www.minoh-bunka.com/
http://moriguchi-bunkacenter.com/
https://prismhall.jp
http://akashi.hall-info.jp
http://akashi.hall-info.jp
http://www.ako-harmony.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（兵庫県）

芦屋市民センター
（ルナ・ホール）
662席

659-0068芦屋市業平町8-24
電◯0797-31-4995
Ⓕ0797-31-4998

　　　①36,000円　② 45,600円
　　　③54,000円　④135,600円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

あましんアルカイックホール
＜大＞1,820席
＜オクト＞可動650席（基本）
＜ミニ＞可動250席

660-0881尼崎市昭和通2-7-16
（公財）尼崎市文化振興財団
電◯06-6487-0800
Ⓕ06-6482-3504

＜大＞① 58,300円　②102,300円
　　　③130,900円　④253,000円
＜オ＞① 30,250円　② 53,020円
　　　③ 68,200円　④131,340円
＜ミ＞① 12,650円　② 19,800円
　　　③ 23,760円　④ 49,500円

（税込）

ⓈＤ×2
ⓎＣＦ×2

淡路市立しづかホール
802席（内車椅子席4）

656-2132淡路市志筑新島5-4
電◯0799-62-2001
Ⓕ0799-62-6465� （1994年）

　　　①14,570円　②22,410円
　　　③24,660円　④61,640円

（税込）

ⓈD-274
Ⓨ
Ⓚ

伊丹市立音楽ホール
（伊丹アイフォニックホール）
＜メインホール＞502席
（内車椅子席4）
＜小1・2＞可動70席

664-0895伊丹市宮ノ前1-3-30
電◯072-780-2110
Ⓕ072-780-2120

＜メ＞①26,000円　②35,000円
　　　③35,000円　④96,000円
＜小1＞①4,400円　② 5,800円
　　　 ③5,800円　④16,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ×2，Ｃ5Ｅ

伊丹市立生涯学習センター
〈ラスタホール〉300席

664-0865伊丹市南野2-3-25
電◯072-781-8877
Ⓕ072-781-9292

　　　①12,000円　②16,000円
　　　③15,000円　④43,000円

B

伊丹市立文化会館
（東リ いたみホール）
1,202席
※2021.2.24〜3.12使用不可予
定

664-0895伊丹市宮ノ前1-1-3
電◯072-778-8788
Ⓕ072-778-8585

� （1998年）

　　　①36,000円　② 54,000円
　　　③54,000円　④144,000円

（税込）

ⓈD-274
ⓎNewＣＦⅢＳ
ⒷMod.275

稲美町立文化会館
（コスモホール）
固定699席（車椅子席4）

675-1114兵庫県加古郡稲美町国
安1286-1
電◯079-492-7700
Ⓕ079-492-7878

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③25,000円　④55,000円

（税込）

ⓈＤ-274

加古川ウエルネスパーク
＜アラベスクホール＞561席

675-0058加古川市東神吉町天下
原370
電◯079-433-1100
Ⓕ079-434-2311� （2019年）

　　　①15,000円　②20,000円
　　　③25,000円　④50,000円

（税込）
※料金改定予定

BＥＮ

加古川市民会館
＜大＞1,524席
＜中＞��992席

675-0031加古川市加古川町北在
家2000
電◯079-424-5381
Ⓕ079-424-5384

＜大＞①27,000円　②36,000円
　　　③45,000円　④90,000円
＜中＞①19,800円　②25,200円
　　　③32,400円　④63,000円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨセミコン

加東市東条文化会館
（コスミックホール）
574席

673-1311加東市天神66
電◯0795-47-1500
Ⓕ0795-47-1617

　　　①11,000円　②15,000円
　　　③21,000円　④47,000円

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢ

加東市やしろ国際学習塾
＜L.O.C.ホール＞700席

673-1495加東市上三草1175
電◯0795-42-7700
Ⓕ0795-42-7233� （1991年）

　　　①20,370円　②26,480円
　　　③36,660円　④81,480円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

川西市キセラホール
1,000席（内車椅子席5　親子
席10）

666-0017川西市火打1-12-16キセ
ラ川西プラザ文化棟
電◯072-757-1920
Ⓕ072-757-1925� （2018年）

　　　①22,200円　②29,600円
　　　③35,500円　④87,300円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ

川西市みつなかホール
480席

666-0015川西市小花2-7-2
電◯072-740-1117
Ⓕ072-755-8200

　　　①23,400円　②31,200円
　　　③37,700円　④92,300円

（税込）

ⓈD-274
ⓎＣＦⅢＳ　

神戸国際会館
こくさいホール
2,112席（内立見90名）

651-0087神戸市中央区御幸通8-1-
6
電◯078-231-8162
Ⓕ078-231-8120

　　　①231,000円　②399,000円
　　　③577,500円　④819,000円

（税込）

Ⓢフルコン×2

神戸市産業振興センター
＜ハーバーホール＞397席
※2020.3月〜10月末
　改修工事で休館

650-0044神戸市中央区東川崎町
1-8-4神戸ハーバーランド内
電◯078-360-3200
Ⓕ078-360-1428� （1993年）

　　　①36,000円　② 47,500円
　　　③47,500円　④131,000円
（一般料金の場合）

ⓎＣＦⅢ

http://www.archaic.or.jp/
http://www.shizukahall.com/
http://itami-cs.or.jp/itamihall/
http://www.k-bunka.jp/
http://kisela-kp.jp/
https://www.kobe-ipc.or.jp/facility/


全国都道府県別会館・ホール便覧（兵庫県）

神戸市立北区民センター
（すずらんホール）
504席

651-1114神戸市北区鈴蘭台西町
1-26-1
電◯078-593-1150
Ⓕ078-593-0014

　　　①22,800円　②30,400円
　　　③26,600円　④67,800円

ⓈＣ-227

神戸市立新長田勤労市民セン
ター（ピフレホール）
414席

653-0038神戸市長田区若松町4-2-
15ピフレ�SHIN-NAGATA3F
電◯078-621-1120
Ⓕ078-621-0914

　　　①24,900円　②33,200円
　　　③29,000円　④74,000円

ⓈD-274

神戸市立灘区民ホール
（マリーホール）
510席（内可動席444，固定席
60，車椅子席6）

657-0832神戸市灘区岸地通1-1-1
電◯078-802-8555
Ⓕ078-802-9811
� （1993年）

　　　①24,300円　②32,400円
　　　③28,400円　④72,400円

（税込）

ⓀＥＸ

神戸市立東灘区民センター
（うはらホール）
650席

658-0052神戸市東灘区住吉東町
5-1-16
電◯078-822-8333
Ⓕ078-822-8181

　　　①24,800円　②33,100円
　　　③28,900円　④73,800円

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢＳ　

神戸新聞松方ホール ★
706席

650-0044神戸市中央区東川崎町
1-5-7（一財）神戸新聞文化財団
電◯078-362-7111
Ⓕ078-362-7317� （1996年）

　　　①100,000円　②130,000円
　　　③150,000円　④280,000円

ⓈD-274×2
ⓎＣＦⅢＳ　

神戸文化ホール ★
＜大＞固定2,033席
（車椅子席10）
＜中＞固定898席
（車椅子席6）

650-0017神戸市中央区楠町4-2-2
電◯078-351-3535
Ⓕ078-351-3121

＜大＞① 59,000円　②119,000円
　　　③165,000円　④295,000円
＜中＞① 29,000円　② 59,000円
　　　③ 85,000円　④147,000円
（入場料2,000円以下の場合・税込）

ⓈD-274×2
ⓎＣＦ×2

三田市総合文化センター
（郷の音ホール）
＜大＞1,000席（車椅子席10，
多目的鑑賞室2室16席含む）
＜小＞369席（車椅子席3，
多目的鑑賞室2室8席含む）

669-1531三田市天神1-3-1
電◯079-559-8100
Ⓕ079-559-8110

＜大＞①33,300円　② 44,400円
　　　③44,400円　④122,100円
＜小＞①13,500円　② 18,000円
　　　③18,000円　④ 49,500円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

新神戸オリエンタル劇場
639席

650-0002神戸市中央区北野町1-3
電◯078-291-1100
Ⓕ078-291-1342

　　　 9時〜17時　250,000円
　　　14時〜22時　250,000円
　　　 9時〜22時　400,000円

ⓈD-274
ⓎＣⅢＡ

スターシャワーの森音楽堂
スピカホール
200席

679-5305兵庫県佐用郡佐用町長
尾12-208
電◯0790-82-0595
Ⓕ0790-82-3359

　　　① 8,900円　②11,200円
　　　③16,200円　④36,300円

ⓈＤ-274

太子町立文化会館
（あすかホール）
＜大＞800席（車椅子席4）
＜中＞300席

671-1561兵庫県揖保郡太子町鵤
1310-1
電◯0792-77-2300
Ⓕ0792-76-2111

＜大＞①13,200円　②17,600円
　　　③22,000円　④52,800円
＜中＞① 4,200円　② 5,600円
　　　③ 7,000円　④16,800円

ⓈD-274
ⓎS-400E

高砂市文化会館
1,066席

676-0021高砂市高砂町朝日町1-2-
1
電◯079-442-4831
Ⓕ079-442-8360� （1969年）

　　　①21,600円　②28,800円
　　　③36,000円　④75,600円

Ⓨフルコン，セミコン

宝塚市立文化施設
ベガ・ホール
372席

665-0836宝塚市清荒神1-2-18
電◯0797-84-6192
Ⓕ0797-84-9772

　　　①21,000円　②29,600円
　　　③34,900円　④85,500円

（税込）

ⓈD-274×2　ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟクーン社製24ストップ
Ⓒ東京古典楽器

たつの市総合文化会館
赤とんぼ文化ホール
＜大＞1,100席（車椅子席6）
＜中＞ �342席（車椅子席4）

679-4167たつの市龍野町富永
電◯0791-63-1888
Ⓕ0791-63-2026
� （1997年）

＜大＞①17,500円　②23,300円
　　　③29,100円　④59,400円
＜中＞① 7,400円　② 9,900円
　　　③12,400円　④25,200円

ⓈD，Ｃ
ⓎＣＦⅢ

たつの市総合文化会館
アクアホール
490席

671-1621たつの市揖保川町正條
354-1
電◯0791-72-4688
Ⓕ0791-72-7288

　　　① 8,200円　②11,000円
　　　③13,600円　④32,800円

ⓈＤ-274

丹波篠山市立四季の森生涯学
習センター
514席

669-2205丹波篠山市綱掛429
電◯079-594-1180
Ⓕ079-594-1174� （1988年）

　　　①11,100円　②14,800円
　　　③14,800円　④40,700円

ⓎＣＦⅢ

https://nadakuminhall.net
http://www.kobe-np.co.jp//matsukata/hall/index.html


全国都道府県別会館・ホール便覧（兵庫県）

たんば田園交響ホール
800席

669-2332丹波篠山市北新町41
電◯079-552-3600
Ⓕ079-552-3646

　　　①17,000円　②24,000円
　　　③25,000円　④66,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣ７

豊岡市民会館
＜文化ホール＞1,116席
（車椅子席2）

668-0046豊岡市立野町20-34
電◯0796-23-0255
Ⓕ0796-24-0952� （1971年）

　　　①24,800円　②33,000円
　　　③36,300円　④94,100円

（税込）

Ⓢ

なるお文化ホール
632席

663-8185西宮市古川町1-12
電◯Ⓕ0798-47-7977� （1988年）

　　　①13,900円　②18,500円
　　　③13,900円　④46,200円

Ⓨ
Ⓚ

西宮市甲東ホール
可動245席

662-0812西宮市甲東園3-2-29
アプリ甲東4階
電◯0798-51-5144
Ⓕ0798-51-5164

　　　①7,400円　② 9,900円
　　　③9,900円　④27,200円

ⓎＳ６

西宮市フレンテホール
300席

662-0911西宮市池田町11-1
電◯0798-32-8660
Ⓕ0798-32-8661� （1994年）

　　　①18,500円　②24,700円
　　　③24,700円　④67,900円

Ⓢ
Ⓨ

西宮市プレラホール
292席
※2021.2月改修工事で使用不
可予定

663-8204西宮市高松町4-8
電◯0798-64-9485
Ⓕ0798-64-9489

　　　①20,000円　②26,600円
　　　③26,600円　④73,200円

ⓈD-274
ⓎＳ6

西宮市民会館
（アミティホール）
1,180席

662-0918西宮市六湛寺町10-11
電◯0798-33-3111
Ⓕ0798-33-1441� （1967年）

　　　①29,100円　② 38,900円
　　　③38,900円　④106,900円

Ⓢ
Ⓨ

西脇市民会館
660席

677-0014西脇市郷瀬町605
電◯0795-22-5715
Ⓕ0795-38-7270� （1966年）

　　　① 8,600円　②15,500円
　　　③20,700円　④34,300円

Ⓨフルコン

西脇市立音楽ホール
（アピカホール）
180席

677-0015西脇市西脇991
電◯0795-23-9000
Ⓕ0795-23-9031

　　　① 9,180円　②11,220円
　　　③13,260円　④33,660円

ⓈD-274
ⓀＲＸ-3Ｄ

姫路キャスパホール
331席（車椅子席用3）

670-0913姫路市西駅前町88キャ
スパ7階
電◯079-284-5806
Ⓕ079-284-8048� （1991年）

　　　① 8,350円　②13,540円
　　　③15,680円　④37,570円

（税込）

ⓈＤ-274

姫路市市民会館
800席

670-0015姫路市総社本町112
電◯079-284-2800
Ⓕ079-284-2809� （1976年）

　　　①11,400円　②18,330円
　　　③22,910円　④45,620円

（税込）

ⓎＣＦ

姫路市文化センター
＜大＞1,657席
＜小＞�493席

670-8544姫路市西延末426-1
電◯079-298-8011
Ⓕ079-293-7300

＜大＞①21,000円　② 38,000円
　　　③51,000円　④101,000円
＜小＞① 8,000円　② 13,000円
　　　③16,000円　④ 33,000円

ⓈＤ-274×2，Ｂ211
ⓎＣＦⅢ

姫路市立姫路高等学校音楽ホ
ール

（パルナソスホール）
804席

670-0083姫路市辻井9-1-10
電◯079-297-1141
Ⓕ079-297-8083

� （1989年）

　　　①20,000円　②30,000円
　　　③38,000円　④88,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.290インペリアル
Ⓟ須藤オルガン工房製41
ストップ
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製バッハ239

兵庫県民会館
（けんみんホール）
360席

650-0011神戸市中央区下山手通
4-16-3
電◯078-321-2131
Ⓕ078-321-2138

　　　①16,200円　②30,600円
　　　③30,600円　④68,200円

（税込）

ⓎＣ7Ｘ

兵庫県立尼崎青少年創造劇場
（ピッコロシアター） ★
＜大＞396席
＜中＞200席
＜小＞100席
※2020.7〜8月使用不可

661-0012尼崎市南塚口町3-17-8
電◯06-6426-1940
Ⓕ06-6426-1943

� （1978年）

＜大＞①22,000円　②26,400円
　　　③32,000円　④80,400円
＜中＞① 5,700円　② 6,500円
　　　③ 7,500円　④19,700円
＜小＞① 3,700円　② 4,700円
　　　③ 5,800円　④14,200円

ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7ＢL

http://frentehall.jp
http://plelahall.com/
http://himeji-machishin.jp/commu/shiminnkaikann/shiminnkaikann.htm
http://parnassushall.himeji-culture.jp
http://hyogo-arts.or.jp
http://hyogo-arts.or.jp/piccolo


全国都道府県別会館・ホール便覧（兵庫県・岡山県）

兵庫県立芸術文化センター
＜KOBELCO大ホール＞
2,001席（オーケストラピット
部を客席とした場合2,141席）
＜阪急中ホール＞
800席（オーケストラピット
席104席含）
＜神戸女学院小ホール＞
417席

663-8204西宮市高松町2-22
電◯0798-68-0223㈹
電◯0798-68-0288（施設予約）
Ⓕ0798-68-0212

� （2005年）

＜大＞①136,000円　②220000円
　　　③283,000円　④555,000円
＜中＞① 52,000円　② 95,000円
　　　③115,000円　④220,000円
＜小＞① 29,000円　② 45,000円
　　　③ 56,000円　④112,000円
（入場料が3,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ3Ｌ
ⒷMod.290
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
▪オルガン（ロジャース
T787i）

福崎町エルデホール
＜メインホール＞300席

679-2212兵庫県神崎郡福崎町福
田116-2
電◯0790-23-1655
Ⓕ0790-23-1656

　　　① 8,240円　②13,390円
　　　③15,450円　④37,080円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ3Ｅ

舞子ビラ神戸あじさいホール
294席

655-0047神戸市垂水区東舞子町
18-11
シーサイドホテル舞子ビラ神戸
電◯078-706-7784
Ⓕ078-706-3720

　　　①24,255円　②32,340円
　　　③28,875円　④72,765円

（税込）

ⓈＤ-274

三木市文化会館
＜大＞1,288席
＜小＞�537席

673-0433三木市福井1937
電◯0794-83-3300
Ⓕ0794-83-3302

� （1986年）

＜大＞①40,400円　② 59,400円
　　　③71,500円　④151,900円
＜小＞①16,200円　② 23,800円
　　　③28,600円　④ 60,800円

（税込）

Ⓢフルコン　Ⓨフルコン
Ⓚフルコン

武庫川女子大学甲子園会館 663-8121西宮市戸崎町1-13
武庫川女子大学上甲子園キャン
パス
電◯0798-67-0079

使用目的により個別相談 ⓈＢ-211

養父市立ビバホール
336席

667-0101養父市広谷250
電◯079-664-1141
Ⓕ079-664-1363� （1990年）

　　　①7,000円　② 9,300円
　　　③9,300円　④30,300円

ⓈＤ-274

養父市立八鹿文化会館
876席（内身障者席用４）

667-8651養父市八鹿町八鹿1675
電◯079-662-6141
Ⓕ079-662-3201

　　　①13,500円　②18,000円
　　　③18,000円　④58,600円

（税込）

Ⓚフルコン

山崎文化会館
666席

671-2576宍粟市山崎町鹿沢88-1
電◯0790-62-5300
Ⓕ0790-62-8570

　　　①10,500円　②15,000円
　　　③20,000円　④41,000円

（税込）

ⒷMod.275

ライフピアいちじま大ホール
＜大＞500席（車椅子席2）

669-4322丹波市市島町上田814
電◯0795-85-3030
Ⓕ0795-85-2665
� （1995年）

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③12,000円　④40,000円
（冷暖房費込・平日休日一律料金・税
込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ6

　〔岡　山　県〕

井原市民会館
972席

715-8601井原市井原町311-1
電◯0866-62-3313
Ⓕ0866-62-3350� （1971年）

 9時〜17時：1時間　 9,800円
17時〜22時：1時間　12,740円
（各2時間まで，超過は別途加算）

Ⓨフルコン

おかやま旧日銀ホール
（ルネスホール）
298席

700-0824岡山市北区内山下1-6-20
電◯086-225-3003
Ⓕ086-225-3040

　　　① 7,000円　②24,000円
　　　③36,000円　④66,000円

ⓈＤ-274

岡山県立美術館ホール
212席

700-0814岡山市北区天神町8-48
電◯086-225-4800
Ⓕ086-224-0648

　　　①49,980円　② 66,945円
　　　③75,285円　④192,210円

ⓈＤフルコン
ⓎＣ7

岡山市民会館
＜大＞1,718席（内車椅子席4）

700-0823岡山市北区丸の内2-1-1
電◯086-223-2165
Ⓕ086-223-2169� （1963年）

　　　①18,600円　②35,200円
　　　③45,700円　④78,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

岡山市立西大寺公民館
＜大＞807席

704-8115岡山市東区向州1-1
電◯086-942-6252
Ⓕ086-942-0774

　　　①14,700円　②27,660円
　　　③35,790円　④62,530円

（税込）

Ⓚフルコン

岡山市立市民文化ホール ★
802席

703-8293岡山市中区小橋町1-1-30
電◯086-273-0395
Ⓕ086-273-0695

　　　①12,540円　②23,760円
　　　③30,850円　④53,280円

（税込）

Ⓑフルコン
ⓎＧ5

http://gcenter-hyogo.jp
http://vivahall.sakura.ne.jp
http://www.city.tamba.lg.jp/site/horu/
http://www.city.ibara.okayama.jp
http://www.okayama-shiminkaikan.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（岡山県）

岡山シンフォニーホール
＜大＞2,001席（車椅子スペー
ス含む）
＜イベントホール＞
定員200人
＜スタジオ１＞定員120人

700-0822岡山市北区表町1-5-1
電◯086-234-2001
Ⓕ086-234-1968

＜大＞① 80,140円　②106,850円
　　　③135,030円　④302,020円
＜イ＞① 10,890円　② 14,450円
　　　③ 18,330円　④ 40,960円
＜ス＞①　9,010円　② 11,940円
　　　③ 15,080円　④ 33,830円
（入場料1,000円以下の場合）

ⓈＤ，Ｃ
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ6Ｘ
ⒷMod.290インペリアル
ⓀＥＸ

音楽文化ホール ★
ベルフォーレ津山
600席（車椅子席4）

708-8520津山市新魚町17
アルネ津山7F
電◯0868-31-2525
Ⓕ0868-22-1055� （1999年）

　　　①13,720円　②27,210円
　　　③33,450円　④63,610円
� （税込）

ⓈＤ-274
BＥＮ
ⒷMod.275

笠岡市民会館
902席

714-0087笠岡市六番町1-10
電◯0865-63-5511
Ⓕ0865-63-5534� （1974年）

　　　①10,230円　②20,010円
　　　③27,800円　④50,050円

（税込）

ⓎＣＳ

久世エスパスセンター
＜エスパスホール＞
固定498席
（内，可動176席，車椅子席3）

719-3214真庭市鍋屋17-1
久世エスパスランド
電◯0867-42-7000
Ⓕ0867-42-7202� （1997年）

　　　①14,520円　②19,360円
　　　③19,360円　④62,920円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6
▪ティンパニ，マリンバ，
ビブラフォンその他

久米南町文化センター
409席（内車椅子席4）

709-3614岡山県久米郡久米南町
下弓削515-1
電◯086-728-4321Ⓕ086-728-4323
� （2001年）

1時間�3,100円（税込）
（午前，午後，夜間の区分なし）

ⓎＳ6Ａ
BＤ280

倉敷市芸文館
885席（内車椅子席6）

710-0046倉敷市中央1-18-1
電◯086-434-0400
Ⓕ086-434-0448� （1993年）

　　　①13,200円　②26,400円
　　　③33,000円　④66,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓒ

倉敷市児島文化センター
1,200席

711-0913倉敷市児島味野2-8-30
電◯086-473-1250
Ⓕ086-473-7992� （1970年）

　　　①11,000円　②22,000円
　　　③27,500円　④55,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ7

倉敷市玉島文化センター
1,000席（内車椅子席6）

713-8121倉敷市玉島阿賀崎1-6-27
電◯086-525-2611
Ⓕ086-525-0091� （1984年）

　　　① 8,800円　②17,600円
　　　③22,000円　④44,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

倉敷市民会館
1974席（車椅子席5）

710-0054倉敷市本町17-1
電◯086-425-1515
Ⓕ086-427-5561� （1972年）

　　　①16,500円　②38,500円
　　　③44,000円　④90,200円

（税込）

ⓈＤ-274　ⓎＣＦ
Ⓒウィットメイヤー社製
スカルラッティ

里庄総合文化ホール
（フロイデ）
＜大＞1,012席
＜中＞可動350席

719-0301岡山県浅口郡里庄町里
見1107-2
電◯0865-64-7212
Ⓕ0865-64-7281

ⓈＤ型
ⓎＣ7Ｅ，S400E

勝央文化ホール
固定563席
可動107席

709-4316岡山県勝田郡勝央町勝
間田211-1
電◯0868-38-1753

　　　①10,500円　②21,000円
　　　③18,000円　④49,500円
規定は1時間毎

ⓎＧ4

総社市民会館
1,018席

719-1131総社市中央3-1-102
電◯0866-92-3491
Ⓕ0866-92-3492

　　　①12,600円　②25,400円
　　　③33,400円　④61,300円

（税込）

ⓈＤ-274

建部町文化センター
＜大＞678席（固定）
＜小＞143席（可動）

709-3142岡山県御津郡建部町建
部上899
電◯0867-22-9111
Ⓕ0867-22-4011

＜大＞①12,960円　②19,440円
　　　③25,920円　④69,940円
＜小＞① 4,320円　② 6,480円
　　　③ 8,640円　④19,440円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

津山市勝北文化センター
（ハートピア勝北）
＜大＞513席
＜小＞116席

708-1205津山市新野東584
電◯0868-36-7121
Ⓕ0868-36-7122

＜大＞①②3,400円
　　　③4,530円　④45,360円
＜小＞①②1,130円
　　　③1,460円　④14,740円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
▪ドラムセット

津山文化センター ★
1,054席

708-0022津山市山下68
電◯0868-22-7111
Ⓕ0868-24-1199

　　　①13,720円　②27,210円
　　　③36,850円　④66,560円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

早島町町民総合会館
（ゆるびの舎）
＜文化ホール＞556席
（車椅子席5，親子室8席）

701-0303岡山県都窪郡早島町前
潟370-1
電◯086-482-4800
Ⓕ086-482-4802

　　　①17,000円　②27,000円
　　　③39,000円　④75,000円

（税込）

ⓈＤ-274

http://kasaoka.moo.jp/
http://kuse-espace.jp
https://arsk.jp/geibun/
https://arsk.jp/kojima/


全国都道府県別会館・ホール便覧（岡山県・広島県）

備前市市民センター
固定786席（車椅子席4）

705-0021備前市西片上17-2
電◯0869-64-1133
Ⓕ0869-64-1250

　　　① 9,300円　②17,090円
　　　③20,990円　④46,760円

（税込）

ⓎＣＦ

学び館「サエスタ」
454席

709-0521岡山県和気郡和気町父
井原430-1
電◯0869-88-9110
Ⓕ0869-88-9008� （1999年）

　　　① 9,000円　②15,000円
　　　③20,000円　④40,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

まなび広場にいみ
（新見文化交流館）
固定1,001席

718-0011新見市新見123-2
電◯0867-72-6110
Ⓕ0867-72-6120� （1999年）

　　　①3,000円　② 3,000円
　　　③3,750円　④42,750円

（1時間につき）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6

やかげ文化センター
＜ホール＞754席

714-1201岡山県小田郡矢掛町矢
掛2677-1
電◯0866-82-2100
Ⓕ0866-82-9101

 9時〜17時：1時間当3,500円
17時〜22時：1時間当4,500円

（税込）

ⓈＤ-274

　〔広　島　県〕

尾道市因島市民会館
847席

722-2323尾道市因島土生町88-1
電◯0845-22-6565
Ⓕ0845-22-5134� （1973年）

　　　①10,800円　②21,590円
　　　③26,940円　④54,010円

Ⓨフルコン

呉市文化ホール
（呉信用金庫ホール）
1,802席

737-0051呉市中央3-10-1
電◯0823-25-7878
Ⓕ0823-23-6511� （1989年）

　　　①29,400円　② 52,500円
　　　③67,200円　④128,100円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ

ゲバントホール
280席

730-0802広島市中区本川町2-1-13
和光パレス21�5F
電◯082-503-1711
Ⓕ082-503-0197

　　　①24,100円　②28,300円
　　　③36,700円　④64,000円

ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

JMSアステールプラザ
（広島市文化創造センター）
＜大＞1,200席（身障者席4）

（広島市中区民文化センター）
＜中＞�544席（身障者席3）

730-0812広島市中区加古町4-17
電◯082-244-8000
Ⓕ082-246-5808

� （1991年）

＜大＞① 76,190円　②119,070円
　　　③170,270円　④255,880円
＜中＞① 19,710円　② 21,910円
　　　③ 36,530円　④ 62,540円
※＜中＞は入場無料の場合� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，ＣＦ

しまなみ交流館
（テアトロシェルネ）
690席

722-0036尾道市東御所町10-1
電◯0848-25-4073
Ⓕ0848-22-2007� （1999年）

　　　①13,310円　②22,210円
　　　③28,910円　④57,830円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

庄原市民会館
926席

727-0013庄原市西本町2-17-15
電◯0824-72-4242
Ⓕ0824-72-4256� （1977年）

　　　①14,400円　②28,800円
　　　③23,200円　④66,400円

ⓈＤ-274
ⓎＧ5，ＣＦ

新日本造機ホール
581席（内車椅子席3）

737-8501呉市中央4-1-6
電◯0823-25-0306
Ⓕ0823-25-0305� （2016年）

　　　�8時30分〜17時：1時間3,300円
　　　17時　　〜22時：1時間4,400円

（税込）

Ⓢ
ⓎＣＦ

廿日市市さいき文化センター
（さいきホール）
298席

738-0222廿日市市津田4218
電◯0829-72-0336
Ⓕ0829-72-0466� （2007年）

　　　①6,160円　② 8,120円
　　　③9,050円　④18,650円

（税込）

ⓀＲＸ-Ｂ

はつかいち文化ホール
（ウッドワンさくらぴあ）
＜大＞1,095席
＜大・間仕切＞807席
＜小＞ 296席

738-8509廿日市市下平良1-11-1
電◯0829-20-0111
Ⓕ0829-32-7160

� （1997年）

＜大＞①27,820円　②36,750円
　　　③46,830円　④89,140円
＜大・間仕切＞
　　　①20,580円　②27,090円
　　　③34,440円　④65,730円
＜小＞① 7,560円　② 9,970円
　　　③12,700円　④24,150円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ
ⓎＳ6
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製フレンチダブ
ルマニュアル

東広島芸術文化ホールくらら
＜大ホール＞1,206席
＜小ホール＞245席（最大305席）

739-0015東広島市西条栄町7-19
電◯082-426-5900
Ⓕ082-426-5901

＜大＞①26,700円　②35,500円
　　　③44,300円　④90,500円
＜小＞① 7,500円　②10,000円
　　　③12,500円　④25,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ，Ｃ6Ｘ
▪ドラム

広島県民文化センター
530席

730-0051広島市中区大手町1-5-3
電◯082-245-2311
Ⓕ082-245-2315� （1985年）

　　　①25,200円　②37,800円
　　　③50,600円　④94,700円
（入場料1,000円未満の場合）

Ⓢフルコン

広島県民文化センターふくや
ま
530席

720-8519福山市東桜町1-21
電◯084-921-9200
Ⓕ084-921-8200

　　　①13,700円　②21,800円
　　　③29,100円　④57,900円

（税込）

ⓈＤ型

http://kure-bunka.jp
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp
http://www.shobara-hall.com/
http://www.hatsukaichi-csa.net/


全国都道府県別会館・ホール便覧（広島県）

広島県立文化芸術ホール ★
（上野学園ホール）
1,730席（車椅子席4）

730-0001広島市中区白島北町19-
1
電◯082-223-6367
Ⓕ082-223-7102

　　　① 99,400円　②160,500円
　　　③233,300円　④356,400円

（税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン
Ⓚフルコン

広島国際会議場フェニックス
ホール
1,504席

730-0811広島市中区中島町1- ５
平和記念公園内
電◯082-242-7777
Ⓕ082-242-8010� （1989年）

　　　① 95,150円　②148,750円
　　　③212,610円　④319,510円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7Ａ
ⓀＥＸ
Ⓒ　Ⓟ

広島サンプラザ
（広島サンプラザホール）
6,670席（内2Ｆ固定3040席）

733-0833広島市西区商工センタ
ー3-1-1
電◯082-278-5031
Ⓕ082-278-1704� （1985年）

　　　①120,000円　②180,000円
　　　③240,000円　④600,000円

Ⓨフルコン

広島市安芸区民文化センター
550席（内車椅子席4）

736-8509広島市安芸区船越南3-2-
16
電◯082-824-1330
Ⓕ082-824-1337� （2001年）

　　　①19,710円　②21,910円
　　　③36,530円　④62,540円

（税込）

ⓎＣＦＸ

広島市安佐北区民文化センタ
ー ★
705席

731-0221広島市安佐北区可部7-
28-25
電◯082-814-0370
Ⓕ082-814-0770� （1983年）

　　　①25,580円　②28,430円
　　　③47,400円　④81,140円

（税込）

ⓎＣＦ

広島市安佐南区民文化センタ
ー
702席（車椅子席6）

731-0122広島市安佐南区中筋1-
22-17
電◯082-879-3060
Ⓕ082-879-3061� （1985年）

　　　①25,580円　②28,430円
　　　③47,400円　④81,140円

（税込）

ⓎＣＦ

広島市佐伯区民文化センター
708席（車椅子席6，親子室）

731-5128広島市佐伯区五日市中
央6-1-10
電◯082-921-7550
Ⓕ082-921-9898� （1988年）

　　　①25,580円　 ②28,430円
　　　③47,400円　 ④81,140円

（税込）

ⓎＣＦ
ⓈＤ-274

広島市西区民文化センター
555席

733-0013広島市西区横川新町6-1
電◯082-234-1960
Ⓕ082-293-1860� （1989年）

　　　①19,710円　②21,910円
　　　③36,530円　④62,540円

（税込）

ⓎCFⅢS

広島市東区民文化センター
＜ホール＞544席
＜スタジオ1＞141席

732-0055広島市東区東蟹屋町10-
31
電◯082-264-5551
Ⓕ082-264-5774
� （1984年）

＜ホ＞①19,710円　②21,910円
　　　③36,530円　④62,540円
＜ス＞３時間（基本料金）8,920円
　　　１時間ごとに2,970円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

ⓀＲＸ-7H

広島市南区民文化センター
＜ホール＞554席
（車椅子席3，親子室）
＜スタジオ＞151席
（車椅子席2）

732-0816広島市南区比治山本町
16-27
電◯082-251-4120
Ⓕ082-256-8811
� （1990年）

＜ホ＞①19,710円　②21,910円
　　　③36,530円　④62,540円
＜ス＞３時間（基本料金）8,920円
　　　１時間ごとに2,970円

ⓎＣＦＸ，Ｃ7

広島文化学園HBGホール ★
（広島市文化交流会館）
2,001席

730-8787広島市中区加古町3-3
電◯082-243-8488
Ⓕ082-243-8498

　　　①179,280円　②248,400円
　　　③332,640円　④471,960円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）
＜大＞2,003席
＜小＞　312席

720-0802福山市松浜町2-1-10
電◯084-928-1800
Ⓕ084-928-1801
� （1994年）

＜大＞①47,130円　② 62,850円
　　　③78,560円　④169,700円
＜小＞① 9,420円　② 12,560円
　　　③15,700円　④ 33,930円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ700Ｅ
ⒷMod.275

福山市沼隈サンパルホール
500席

720-0311福山市沼隈町草深
1890-4
電◯084-987-1866
Ⓕ084-987-1898� （1989年）

　　　①28,510円　②32,750円
　　　③34,850円　④75,000円

（税込）

ⓈＤ-274

府中市文化センター
1,030席

726-0004府中市府川町70
電◯0847-45-6000
Ⓕ0847-45-6230� （1982年）

　　　①28,600円　② 61,600円
　　　③79,200円　④154,000円
（入場料2,000円以上の場合・税込）

Ⓨ
Ⓚ

ベル・カントホール
646席

722-2411尾道市瀬戸田町瀬戸田
535-1
電◯0845-27-3848
Ⓕ0845-27-2273� （1986年）

　　　① 5,500円　② 8,250円
　　　③11,000円　④20,900円

ⓎＣＦⅢ
ⒷMod.275

三原市芸術文化センター
（ポポロ）
1,209席（内車椅子席19）

723-0051三原市宮浦2-1-1
電◯0848-81-0886
Ⓕ0848-81-2155

　　　①27,290円　 ②37,580円
　　　③40,940円　 ④92,270円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

http://www.hiroshima-sunplaza.or.jp/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/aki-cs/
http://asakitabc.com/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/aminami-cs/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/saeki-cs/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/nishi-cs/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/minami-cs
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/r-rose/
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp
https://mihara-popolo.hall-info.jp
http://www.sunpal.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（広島県・鳥取県・島根県）

三原リージョンプラザ
＜文化ホール＞
405席（車椅子席5）

723-0015三原市円一町2-1-1
電◯0848-64-7555
Ⓕ0848-64-7569� （1984年）

　　　① 8,050円　②10,350円
　　　③12,650円　④27,600円

ⓎＣＦ

三次市民ホール（きりり）
1,006席

728-0021三次市三次町111-1
電◯0824-62-2222
Ⓕ0824-62-2230

　　　①25,970円　②34,620円
　　　③40,740円　④81,070円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

蘭島閣美術館1Ｆロビー
200席

737-0301呉市下蒲刈町三之瀬
200-1

※一般への貸出しはしない ⓈＢ型

　〔鳥　取　県〕

琴浦町カウベルホール
446席
※2020.4月より空調不良のた
め使用不可

689-2355鳥取県東伯郡琴浦町釛
474
電◯0858-53-1516
Ⓕ0858-53-1598� （1985年）

　　　① 8,800円　②11,720円
　　　③14,130円　④31,420円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

境港市文化ホール
（境港シンフォニーガーデン）
400席（内可動13席）

684-0041境港市中野町2050
電◯0859-44-1000
Ⓕ0859-44-6976� （1994年）

　　　① 3,890円　② 5,190円
　　　③ 6,470円　④12,980円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6

鳥取県立倉吉未来中心 ★
＜大＞固定1,503席
＜小＞可動 310席

682-0816倉吉市駄経寺町212-5
電◯0858-23-5390
Ⓕ0858-47-0255

＜大＞①25,140円　② 50,290円
　　　③62,860円　④125,740円
＜小＞① 5,030円　② 10,050円
　　　③12,560円　④ 25,140円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎNewＣＦⅢＳ
ⒷMod.290
Ⓟヤマハ製PO-103P
▪マリンバ，ティンパニ
ー，バスドラム

鳥取県立県民文化会館 ★
（とりぎん文化会館）
＜梨花ホール＞
1,990席（車椅子席10）
＜小＞500席

680-0017鳥取市尚徳町101-5
電◯0857-21-8700
Ⓕ0857-21-8705

� （1993年）

＜梨＞①34,150円　② 68,300円
　　　③85,380円　④170,760円
＜小＞① 5,970円　② 11,940円
　　　③14,920円　④ 29,850円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
ⒷMod.290

鳥取市文化ホール
508席

680-0841鳥取市吉方温泉3-701
電◯0857-27-5181
Ⓕ0857-27-5154

　　　① 4,320円　② 8,640円
　　　③11,880円　④24,840円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

鳥取市民会館
930席

680-0041鳥取市掛出町12
電◯0857-24-9411
Ⓕ0857-24-9412� （1967年）

　　　① 6,600円　②13,200円
　　　③17,600円　④37,400円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

日南町総合文化センター
＜さつきホール＞
498席（車椅子席4）

689-5212鳥取県日野郡日南町霞
785
電◯0859-77-1111
Ⓕ0859-77-1114� （1996年）

1時間3,150円
④31,500円

ⓈＤ-274

ハワイアロハホール
494席（内車椅子席8）

682-0722鳥取県東伯郡湯梨浜町
はわい長瀬584
電◯0858-35-5678
Ⓕ0858-35-5051

　　　①11,100円　②14,800円
　　　③20,300円　④41,600円

ⓈＤ-274

米子コンベンションセンター
（ビッグシップ）
＜大＞2,004席
＜小＞300席

683-0043米子市末広町294
電◯0859-35-8111
Ⓕ0859-39-0700

＜大＞①33,590円　② 67,180円
　　　③83,990円　④167,980円
＜小＞① 5,020円　② 10,050円
　　　③12,560円　④ 25,140円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ４

米子市公会堂
1,120席＋車椅子席6

683-0812米子市角盤町2-61
電◯0859-22-3236
Ⓕ0859-22-3237

　　　① 8,800円　②13,200円
　　　③17,600円　④37,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳＡ
▪ティンパニ

米子市文化ホール
＜メインホール＞672席

683-0043米子市末広町293
電◯0859-35-4171
Ⓕ0859-35-4175� （1991年）

　　　① 6,380円　②10,560円
　　　③12,650円　④29,370円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

　〔島　根　県〕

出雲市民会館
1,210席

693-0023出雲市塩冶有原町2-15
電◯0853-24-1212
Ⓕ0853-21-7085� （1981年）

　　　①27,480円　②36,640円
　　　③43,960円　④95,260円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

雲南市加茂文化ホール
（ラメール）
＜大＞700席
＜ふれあいホール＞300席

699-1105雲南市加茂町宇治303
電◯0854-49-8500
Ⓕ0854-49-6200

冷暖房　有　 ／　無（1時間）
＜大＞8,370円／6,430円
＜ふ＞2,420円／1,870円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣ7

http://kiriri.org/
http://www.torikenmin.jp/kenbun
http://culture.town.nichinan.tottori.jp/
http://www.yonagobunka.net/publichall/
http://www.yonagobunka.net/culturehall/
http://www.izumo-zaidan.jp/civichall/


全国都道府県別会館・ホール便覧（島根県・山口県）

雲南市三刀屋文化体育館
（アスパル）
＜大＞1,482席

690-2405雲南市三刀屋町古城1-1
電◯0854-45-9222
Ⓕ0854-45-9223

アリーナ（固定席利用）1Hあたり
　　　　　　　7,660円
　冷暖房あり　9,960円� （税込）

ⓎＣＦⅢ

大田市民会館
1,036席

694-0064大田市大田町大田イ128
電◯0854-82-0938
Ⓕ0854-82-9952� （1963年）

　　　①12,980円　②18,700円
　　　③18,700円　④53,130円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ

江津市総合市民センター
（ミルキーウェイホール）
702席（身障者席6）

695-0011江津市江津町1110-17
電◯0855-52-2155
Ⓕ0855-52-4321

　　　①12,690円　②16,890円
　　　③21,080円　④41,940円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

島根県芸術文化センター
（グラントワ）
島根県立いわみ芸術劇場
＜大＞1,500席
＜小＞400席

698-0022益田市有明町5-15
電◯0856-31-1860
Ⓕ0856-31-1884

� （2005年）

＜大＞①35,200円　② 47,000円
　　　③58,800円　④117,700円
＜小＞①10,200円　② 13,600円
　　　③17,100円　④ 34,200円

（税込）

ⓈＤ-274×２
ⓎＳ6Ａ

島根県民会館
＜大＞1,537席
＜中＞ 576席

690-0887松江市殿町158
電◯0852-22-5506
Ⓕ0852-24-0109

� （1968年）

＜大＞①32,800円　② 43,800円
　　　③54,800円　④109,500円
＜中＞①12,300円　② 16,400円
　　　③20,500円　④ 41,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｃ3

石央文化ホール
1,152席（車椅子席4）

697-0024浜田市黒川町4175
電◯0855-22-2100
Ⓕ0855-22-7870

　　　①55,270円　② 73,900円
　　　③92,250円　④184,770円
（営利目的使用・入場料を徴収する場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

大社文化プレイスうらら館
＜だんだんホール＞600席
＜ごえんホール＞可動200席

699-0711出雲市大社町杵築南
1338-9
電◯0853-53-6500
Ⓕ0853-53-2677� （1999年）

＜だ＞①13,740円　②18,320円
　　　③21,980円　④47,630円
＜ご＞① 7,620円　②10,160円
　　　③12,190円　④26,410円

ⓈＤ-274
ⓎＣ6

ビッグハート出雲
＜白のホール＞341席
（可動席使用時441席）

693-0008出雲市駅南町1-5
電◯0853-20-2888
Ⓕ0853-30-0890� （1999年）

　　　① 9,150円　 ②12,200円
　　　③14,640円　 ④31,720円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

平田文化館
＜プラタナスホール＞
406〜759席

691-0001出雲市平田町2112-1
電◯0853-63-5030
Ⓕ0853-63-4746� （1994年）

　　　①13,740円　②18,320円
　　　③21,980円　④47,630円
� （税込）

ⓈＤ-274

松江市総合文化センター ★
（プラバホール）
808席（内補助184席）

690-0017松江市西津田6-5-44
電◯0852-27-6000
Ⓕ0852-26-0094

　　　①15,810円　②21,050円
　　　③26,400円　④50,600円

ⓈＤ　ⓎＣＦⅢ
Ⓟベッケラート社製
Ⓒウィットマイヤー社製

安来市総合文化ホール
アルテピア
＜大＞1,008席
＜小＞��300席

692-0014安来市飯島町70
電◯0854-21-0101
Ⓕ0854-21-0250

＜大＞①19,820円　②26,430円
　　　③33,040円　④79,310円
＜小＞① 7,450円　② 9,930円
　　　③12,420円　④29,800円

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

悠邑ふるさと会館
（カントリヴァホール）
＜大＞1,000席（内親子室2）
＜マルチホール＞最大240名

696-0001島根県邑智郡川本町川
本332-15
電◯0855-72-0001
Ⓕ0855-72-1061� （1996年）

＜大＞①14,850円　②19,800円
　　　③24,750円　④47,520円
＜マ＞① 4,730円　② 6,270円
　　　③ 7,810円　④15,950円

Ⓢ
Ⓨ

　〔山　口　県〕

秋吉台国際芸術村コンサート
ホール ★
約300席

754-0511美祢市秋芳町秋吉50
電◯0837-63-0020
Ⓕ0837-63-0021
� （1998年）

　　　① 7,330円　②11,100円
　　　③14,600円　④33,030円

ⓈＤ-274
ⓎＳ6，Ｃ5，Ｇ2
▪ティンパニ，マリンバ
等打楽器多数

岩国市周東文化会館
（パストラルホール）
＜コンサートホール＞500席
＜アンフィシアター（野外劇
場）＞1,500席

742-0416岩国市周東町用田
10137-8
電◯0827-84-1400
Ⓕ0827-84-4949
� （1994年）

＜コ＞①13,200円　②22,000円
　　　③24,744円　④57,200円
＜ア＞① 1,309円　② 2,200円
　　　③ 2,461円　④ 5,709円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

岩国市民文化会館
＜大＞1,034席
＜小＞� 140席（可動）

740-0022岩国市山手町1-15-3
電◯0827-24-1221
Ⓕ0827-24-1222

＜大＞①26,400円　② 44,000円
　　　③52,800円　④123,200円
＜小＞① 4,400円　②  7,330円
　　　③ 8,800円　④ 20,530円
� （税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦ，ＦＣ

http://ohda-hall.jp/
http://www.grandtoit.jp
https://www.cul-shimane.jp/hall
http://www.izumo-zaidan.jp/bigheart/
http://www.web-sanin.co.jp/matsue/plover
https://aiav.jp
http://www.pastoralhall.org/


全国都道府県別会館・ホール便覧（山口県）

宇部市渡辺翁記念会館・宇部
市文化会館
＜渡辺翁記念会館ホール＞
固定1,353席＋車椅子席6
＜文化ホール＞
496席（車椅子席5）

755-0041宇部市朝日町8-1
電◯0836-31-7373
Ⓕ0836-31-7306

� （1937年・1979年）

＜渡＞①19,200円　②32,000円
　　　③41,600円　④80,000円
＜文＞① 4,500円　② 7,500円
　　　③ 9,100円　④18,800円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ

下松市文化会館
（スターピアくだまつ）
＜大＞1,000席（車椅子席7）
＜小＞300席

744-0025下松市中央町21-1
電◯0833-41-6800
Ⓕ0833-41-7723

� （1993年）

＜大＞①17,420円　②27,720円
　　　③35,640円　④68,660円
＜小＞① 5,080円　②�8,080円
　　　③10,390円　④20,020円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｃ-227
ⓎＣＦⅢＳ

クリエイティブ・スペース
赤れんが
＜２階ホール＞100席

753-0088山口市中河原町5-12
電◯083-928-6666
Ⓕ083-928-6611

　　　①3,300円　② 4,400円
　　　③5,500円　④11,000円

ⓎS400E
Ⓒ

サンビームやない
1,108席

742-0021柳井市柳井3670番地1
電◯0820-22-0111
Ⓕ0820-22-7599� （1986年）

　　　①13,750円　②24,750円
　　　③31,900円　④59,950円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，Ｃ5Ｂ

山陽小野田市文化会館
＜大＞746席（車椅子席3）
＜小＞132席

757-0002山陽小野田市大字郡
1754
電◯0836-71-1000
Ⓕ0836-71-1002

＜大＞①12,580円　②23,060円
　　　③29,350円　④55,570円
＜小＞① 3,560円　② 6,390円
　　　③ 8,280円　④15,720円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ-5E

山陽小野田市民館
＜文化ホール＞
445席

756-0802山陽小野田市栄町9-25
電◯0836-83-5700
Ⓕ0836-83-8361� （1973年）

　　　①2,750円　② 4,950円
　　　③6,600円　④14,300円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

下関市川棚温泉交流センター
川棚の杜コルトーホール
230席

759-6301下関市豊浦町川棚5180
電◯083-774-3855
Ⓕ083-774-3856

　　　　1時間830円（税込） ⓀＫＧ6Ｃ

下関市菊川ふれあい会館
（アブニール）
702席

750-0317下関市菊川町大字下岡
枝117
電◯083-287-0302� （1998年）

　　　①13,610円　②21,780円
　　　③24,500円　④56,880円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

下関市民会館
1,469席

750-0025下関市竹崎町4-5-1
電◯083-231-6401
Ⓕ083-235-0800� （1977年）

　　　①33,650円　② 60,160円
　　　③84,250円　④158,830円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7-Ａ
Ⓒ

周南市文化会館
1,800席

745-0874周南市徳山5854-41
電◯0834-22-8787
Ⓕ0834-22-8790� （1982年）

　　　①33,630円　② 60,330円
　　　③77,410円　④147,360円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン

萩市民館
＜大＞889席

758-0041萩市江向495-4
電◯0838-25-1234
Ⓕ0838-25-3149

　　　①10,800円　②16,200円
　　　③19,440円　④38,880円

（税込）

Ⓨフルコン
ⓀＥＸフルコン

光市民ホール
＜大＞1,028席（固定886席）
＜小＞ �444席（固定326席）

743-0063光市島田4-13-15
電◯0833-72-1441
Ⓕ0833-71-3555

� （1972年）

＜大＞①13,780円　②19,290円
　　　③24,800円　④57,870円
＜小＞① 7,610円　②11,020円
　　　③16,540円　④35,170円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

防府市公会堂
1,381席
※リニューアル工事中

747-0026防府市緑町1-9-1
電◯0835-23-2211
Ⓕ0835-23-2828� （1960年）

Ⓢ
Ⓨフルコン

防府市地域交流センター
（アスピラート）
�602席

747-0036防府市戎町1-1-28
電◯0835-26-5151
Ⓕ0835-26-5111

　　　① 8,220円　②12,850円
　　　③16,040円　④37,110円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
Ⓒ

美祢市民会館
726席

759-2212美祢市大嶺町東分326-1
電◯0837-52-1123
Ⓕ0837-52-1771

　　　①3,540円　② 5,900円
　　　③5,900円　④15,340円

ⓎＣＳ

山口県民芸術文化ホールなが
と（ルネッサながと） ★
＜劇場＞812席

759-4106長門市仙崎10818-1
電◯0837-26-6001
Ⓕ0837-26-6002� （2000年）

　　　①18,850円　②28,280円
　　　③37,700円　④84,830円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

山口県民文化ホールいわくに
（シンフォニア岩国） ★
＜コンサートホール＞1,205席
＜多目的ホール＞ 374席

740-0016岩国市三笠町1-1-1
電◯0827-29-1600
Ⓕ0827-29-1609

� （1996年）

＜コ＞①29,150円　② 43,720円
　　　③58,310円　④131,180円
＜多＞① 9,170円　② 13,770円
　　　③18,360円　④ 41,300円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ7×2

http://wmh.ube-bunzai.jp/
http://www.hoshiplaza.co.jp/starpiaa/
http://www.akarenga.justhpbs.jp/
http://www.city-yanai.jp/soshiki/31/moyooshi.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/shiminkan/
http://kawatananomori.com
http://www.scpf.jp
http://s-bunka.jp/bunka/
https://www.renaissa-nagato.jp/
https://www.sinfonia-iwakuni.com/


全国都道府県別会館・ホール便覧（山口県・香川県・徳島県）

山口市民会館
＜大＞固定1,500席
＜小＞可動�400席

753-0074山口市中央2-5-1
電◯083-923-1000
Ⓕ083-928-8488

� （1971年）

＜大＞①16,500円　②28,600円
　　　③36,300円　④69,300円
＜小＞① 5,500円　② 9,900円
　　　③12,100円　④23,100円

（税込）

ⓈＤ-274
Ⓨフルコン，Ｇ2，400Ｂ

山口情報芸術センター
＜StudioA＞500席
＜StudioB＞300席

753-0075山口市中園町7-7
電◯083-901-2222
Ⓕ083-901-2216

� （2003年）

＜Ａ＞①20,900円　② 56,100円
　　　③71,500円　④126,500円
＜Ｂ＞① 7,260円　② 18,700円
　　　③23,100円　④ 41,800円

（税込）
ラポールゆや
可動500席（車椅子席6）

759-4503長門市油谷新別名10833
電◯0837-33-0051
Ⓕ0837-33-0052

　　　① 6,000円　② 8,000円
　　　③12,000円　④26,000円

ⓎＣＦⅢＳ

和木町文化会館
502席

740-0061山口県玖珂郡和木町和
木2-1-1
電◯0827-53-3123
Ⓕ0827-53-6776� （1992年）

 9時〜17時：1時間　5,000円
17時〜22時：1時間　6,000円
町外の場合は3割増

ⓈＤ-274

　〔香　川　県〕

香川県県民ホール
（レクザムホール）
＜大ホール＞2,001席
＜小ホール＞807席

760-0030高松市玉藻町9-10
電◯087-823-3131
Ⓕ087-823-3124

� （1988年）

＜大＞①38,870円　② 77,740円
　　　③97,170円　④194,330円
＜小＞①19,220円　② 38,430円
　　　③48,030円　④ 96,060円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＣＦⅢ
▪ポジティフオルガン，
チェレスタ，ティンパニ
他

観音寺市民会館
（ハイスタッフホール）
＜大ホール＞
1,200席（内車椅子席12）
＜小ホール＞
 �334席（内車椅子席8）

768-0060観音寺市観音寺町甲
1186-2
電◯0875-23-3939
Ⓕ0875-23-3966

＜大＞①23,400円　②37,200円
　　　③46,400円　④97,500円
＜小＞①11,400円　②18,000円
　　　③23,200円　④49,400円
� （税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦＸ

さぬき市志度音楽ホール
＜ランパル・メモリアルホー
ル＞500席

769-2102さぬき市鴨庄4610-44
電◯087-894-1000
Ⓕ087-894-1001� （1987年）

　　　①15,000円　②25,000円
　　　③35,000円　④75,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

高松市文化芸術ホール
（サンポートホール高松）
＜大＞1,034〜1,500席
（車椅子席18，親子席16）
＜第１小＞312席
（車椅子席8，親子席4）
＜第２小＞可動308席
（車椅子席8，親子席3）

760-0019高松市サンポート2-1
電◯087-825-5000
Ⓕ087-825-5040

＜大＞① 39,490円　② 69,220円
　　　③ 89,170円　④178,250円
（1,500席全席使用する場合）
＜1小＞①13,470円　② 23,340円
　　　 ③30,130円　④ 60,170円
＜2小＞①11,930円　② 21,080円
　　　 ③27,050円　④ 54,000円
� （税込）

ⓈＤ-274
ⒷMod.290
ⓎＣＦⅢＳ×3
▪大太鼓

三木町文化交流プラザ
（三木文化ホール）
＜メタホール＞800席

761-0703香川県木田郡三木町鹿
伏360
電◯087-898-9222
Ⓕ087-898-9666

　　　①14,285円　②24,761円
　　　③33,333円　④64,761円

Ⓨ
Ⓚ

三豊市文化会館マリンウェー
ブ ★
＜マーガレットホール＞
770席
（車椅子席4，親子室12人）

769-1101三豊市詫間町詫間
1338-127
電◯0875-56-5111
Ⓕ0875-83-8281
� （2000年）

①1時間当4,190円　②1時間当5,240円
③1時間当6,290円　④60,760円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ６

　〔徳　島　県〕

阿南市情報文化センター
（コスモホール）
550席

779-1101阿南市羽ノ浦町中庄上
ナカレ16-3
電◯0884-44-5000
Ⓕ0884-44-6080

　　　① 9,000円　②14,000円
　　　③20,000円　④40,000円

Ⓑ
Ｂ◇

�

阿南市文化会館
（夢ホール）
固定607席
（身障者席4，親子室3）

774-0030阿南市富岡町西池田
135-1
電◯0884-21-0808
Ⓕ0884-21-0909� （1999年）

　　　①10,000円　②14,000円
　　　③19,000円　④40,000円

ⓈＤ-274
ⓎＧ5

大塚ヴェガホール
280席

771-0182徳島市川内町平石夷野
224-18
電◯088-665-2126

要問合せ
※基本使用料無料

　　貸出しは週末のみ

ⓈＤ-274

http://www.yamaguchi-civichall.com
http://www.kenminhall.com
http://ew.sanuki.ne.jp/shido-rh
http://mitoyocs.jp/
http://yumecosmo.jp/yume


全国都道府県別会館・ホール便覧（徳島県・愛媛県）

徳島県郷土文化会館
（あわぎんホール）
809席

770-0835徳島市藍場町2-14
電◯088-622-8121
Ⓕ088-622-8123� （1971年）

　　　①17,900円　②25,090円
　　　③31,030円　④74,020円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

鳴門市文化会館
1,600人

772-0003鳴門市撫養町南浜字東
浜24-7
電◯088-685-7088
Ⓕ088-685-6838

　　　①17,500円　②26,200円
　　　③35,600円　④79,300円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

　〔愛　媛　県〕

今治市公会堂
1,006席

794-0026今治市別宮町1-4-1
電◯0898-36-1610
Ⓕ0898-36-1620� （1958年）

　　　① 6,740円　②21,370円
　　　③22,750円　④45,790円

（税込）

ⓈＤ

宇和島市立南予文化会館
（なんぶん）
＜大＞1,234席
＜中＞ �686席

798-0040宇和島市中央町2-5-1
電◯0895-24-6800
Ⓕ0895-24-6808
� （1987年）

＜大＞①13,200円　②19,800円
　　　③26,400円　④53,460円
＜中＞① 7,390円　②11,080円
　　　③14,780円　④29,930円

ⓎＣＦⅢ

愛媛県県民文化会館
＜メインホール＞　3,000席
＜サブホール＞　　1,000席

790-0843松山市道後町2-5-1
電◯089-923-5111
Ⓕ089-923-5112

＜メ＞① 53,050円　② 89,220円
　　　③118,170円　④241,150円
＜サ＞① 23,290円　② 39,180円
　　　③ 51,890円　④105,900円

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン

愛媛県生涯学習センター
＜小劇場ホール＞505席

791-1136松山市上野町甲650
電◯089-963-2111
Ⓕ089-963-4526� （1991年）

　　　①13,410円　②20,220円
　　　③21,160円　④54,800円

（税込）

ⓀＥＸ，ＫＧ-2Ａ

西条市総合文化会館
＜大＞1,140席
　（車椅子席8，親子席4）
＜小＞396席
　（車椅子席2，親子席4）

793-0041西条市神拝甲79-4
電◯0897-53-5500
Ⓕ0897-53-5566

＜大＞①14,000円　②19,000円
　　　③22,000円　④50,000円
＜小＞① 6,000円　② 8,000円
　　　③ 9,000円　④20,000円

ⓈＤ-274
ⒷMod.275

西条市丹原文化会館
＜大＞892席

791-0522西条市丹原町田野上方
2131-1
電◯0898-68-3555
Ⓕ0898-68-3571

　　　①11,000円　②15,000円
　　　③18,000円　④40,000円

ⓎＣＦⅢＳ

しこちゅ〜ホール
（四国中央市市民文化ホール）
1,007席
※2019.8/23オープン

799-0113四国中央市妻鳥町1830-
1
電◯0896-59-4510
Ⓕ0896-59-4511

　　　①21,000円　②32,000円
　　　③36,000円　④89,000円

（税込）

ⓎＣ7

砥部町文化会館
（ふれあいホール）
790席（車椅子席6，親子席8）

791-2120愛媛県伊予郡砥部町宮
内1410
電◯089-962-7000
Ⓕ089-962-4411� （2001年）

　　　①10,000円　②15,000円
　　　③17,000円　④40,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

新居浜市市民文化センター
＜大＞1,163席
＜中＞ 486席

792-0023新居浜市繁本町8-65
電◯0897-33-2180
Ⓕ0897-33-2118

� （1962年）

＜大＞① 9,900円　②16,500円
　　　③23,100円　④49,500円
＜中＞① 4,400円　② 7,700円
　　　③13,200円　④28,600円

（税込）

ⓈＤ-274×2

乗松巖記念館エスパス21
120席

790-0963松山市小坂2-4-37
電◯Ⓕ089-934-3621� （1994年）

当分の間，一般への貸出しは致しま
せん。

Ｂ◇ＧＰ218

松山市総合コミュニティセン
ター文化ホール
＜キャメリアホール＞988席

790-0012松山市湊町7-5
電◯089-921-8222
Ⓕ089-931-3304

　　　①15,280円　②25,470円
　　　③34,640円　④67,250円

（税込）

ⓈＤ-274
Ⓚ

松山市民会館
＜大＞1,825席
　（立見174名，車椅子席8）
＜中＞�583席
　（立見115名，車椅子席2）

790-0007松山市堀之内
電◯089-931-8181
Ⓕ089-931-8183

� （1965年）

＜大＞①23,620円　② 49,290円
　　　③61,620円　④120,150円
＜中＞① 8,210円　② 18,480円
　　　③23,620円　④ 45,180円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン

八幡浜市文化会館
（ゆめみかん）
＜大＞812席（車椅子席10）
＜小＞最大200席

796-0292八幡浜市保内町宮内1番
耕地118
電◯0894-36-3040
Ⓕ0894-36-3041

＜大＞①10,480円　②14,670円
　　　③16,770円　④41,900円
＜小＞① 4,720円　② 6,600円
　　　③ 7,550円　④18,850円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｓ-227

http://www.i-manabi.jp/
http://tobebunka.jp/
http://www.esoace21.sakura.ne.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（高知県・福岡県）

　〔高　知　県〕

高知県立県民文化ホール
＜オレンジホール＞1,507席
＜グリーンホール＞�500席

780-0870高知市本町4-3-30
電◯088-824-5321
Ⓕ088-875-2003

� （1976年）

＜オ＞①42,810円　② 56,690円
　　　③76,360円　④175,860円
＜グ＞①11,330円　② 15,030円
　　　③20,350円　④ 46,710円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ

高知市文化プラザ
（かるぽーと）
＜大＞1,081席（車椅子席4）
＜小＞�200席（可動）

781-9529高知市九反田2-1
電◯088-883-5011
Ⓕ088-883-5016

� （2002年）

＜大＞①34,370円　② 45,830円
　　　③61,850円　④142,050円
＜小＞① 6,880円　②  9,170円
　　　③12,380円　④ 28,430円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎNEW�ＣＦⅢＳ
ⓀＲＸ-7Ａ

四万十市立文化センター
776席

787-0002四万十市中村桜町2-1
電◯Ⓕ0880-35-4887

　　　① 7,810円　②10,450円
　　　③14,080円　④32,340円

（税込）

Ⓨフルコン

須崎市立市民文化会館
964席（身障者席4）

785-0003須崎市新町2-7-15
電◯0889-43-2911
Ⓕ0889-43-0023

　　　①15,000円　②23,000円
　　　③30,000円　④68,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

土佐清水市立市民文化会館
＜くろしおホール＞�864席

787-0323土佐清水市寿町11-1
電◯0880-82-3300
Ⓕ0880-83-0055� （1984年）

　　　①13,200円　②20,900円
　　　③28,600円　④58,300円

（税込）

ⓈＤ-274
Ⓚ

のいちふれあいセンター
＜サンホール＞
543席（内可動80席）

781-5232香南市野市町西野534-1
電◯0887-56-1056
Ⓕ0887-56-1148� （1996年）

　　　① 6,600円　②11,000円
　　　③16,500円　④34,100円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＧ3Ｅ

本山町プラチナセンター
＜文化ホール＞407席

781-3601高知県長岡郡本山町本
山569-1
電◯0887-76-2084
Ⓕ0887-76-2078� （1992年）

　　　① 6,600円　② 8,800円
　　　③11,000円　④26,400円

（税込）

ⓀＥＸ，CX70N

　〔福　岡　県〕

あいれふホール
固定262席

810-0073福岡市中央区舞鶴2-5-1
福岡市健康づくりセンター
電◯092-751-7778
Ⓕ092-751-2572

　　　① 5,500円　②22,000円
　　　③27,500円　④55,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ｅ

アクロス福岡
＜福岡シンフォニーホール＞
1,871席
＜イベントホール＞ 900席
＜円形ホール＞�
標準100席（可動）

810-0001福岡市中央区天神1-1-1
電◯092-725-9113
Ⓕ092-725-4621

� （1995年）

＜福＞① 81,400円　②146,300円
　　　③218,900円　④401,500円
＜イ＞① 62,700円　②113,300円
　　　③169,400円　④311,300円
＜円＞①  9,900円　② 17,600円
　　　③ 24,200円　④ 46,200円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

Ⓢフルコン　Ⓑフルコン
Ⓨフルコン・グランド
Ⓚフルコン
Ⓒ

朝倉市総合市民センター
（ピーポート甘木）
＜大＞1,076席
＜中＞ �478席

838-0068朝倉市甘木198-1
電◯0946-22-0001
Ⓕ0946-23-0697

＜大＞①12,960円　②16,250円
　　　③21,600円　④50,810円
＜中＞① 7,610円　② 9,770円
　　　③12,960円　④30,340円

（税込）

ⓈC-227
ⓎＣＦⅢ

アルモニーサンク
北九州ソレイユホール
＜大＞2,008席
オーケストラピット可動席
137席

803-0814北九州市小倉北区大手
町12-3
電◯093-592-5405
Ⓕ093-592-5406

＜大＞①203,688円　②263,412円
　　　③328,212円　④444,420円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン，セミコン
Ⓟ

飯塚市文化会館
（イイヅカコスモスコモン）
＜大＞1,504席
＜中＞ �582席

820-0041飯塚市飯塚14-66
電◯0948-21-0505
Ⓕ0948-21-0606

＜大＞①22,680円　②34,020円
　　　③43,090円　④90,720円
＜中＞①11,340円　②17,010円
　　　③21,540円　④45,360円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓀＥＸ
ⓎＣＦⅢＳ

石橋文化センター
＜石橋文化ホール＞1,077席
＜石橋文化会館小ホール＞
200席
＜共同ホール＞467席

839-0862久留米市野中町1015
電◯0942-33-2271
Ⓕ0942-39-7837

839-0862久留米市野中町959
電◯0942-33-2271
Ⓕ0942-39-7837

＜文＞① 8,530円　②12,960円
　　　③17,080円　④38,570円
＜小＞① 2,630円　② 3,940円
　　　③ 5,260円　④11,830円
＜共＞① 7,560円　②10,140円
　　　③10,140円　④27,840円

ⓈＤ-274×2
ⓎＳ6

ⓀＥＸ

http://kkb-hall.jp
http://www.bunkaplaza.or.jp/
http://tosashimizu-bunka.or.jp
http://www.city.kochi-konan.lg.jp/shisetsu/fureai/


全国都道府県別会館・ホール便覧（福岡県）

FFGホール
（福岡銀行本店大ホール）
692席

810-8727福岡市中央区天神2-13-1
電◯092-723-2801
Ⓕ092-721-5863� （1975年）

　　　① 99,000円　②108,900円
　　　③198,000円　④365,300円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ1983100

大川市文化センター
＜大＞1,105席（内車椅子席3）
＜小＞ �300席

831-0016大川市大字酒見221-11
電◯0944-88-0015〜7
Ⓕ0944-88-0017
� （1974年）

＜大＞① 9,900円　②17,600円
　　　③23,100円　④50,600円
＜小＞① 6,100円　② 8,300円
　　　③ 9,900円　④15,400円

ⓎＣＦⅢＳ

大野城まどかぴあ
＜大＞798席
（内車椅子席5，親子席10）
＜小＞118席
＜多目的ホール＞�
300席（可動）

816-0934大野城市曙町2-3-1
電◯092-586-4000
Ⓕ092-586-4001

� （1996年）

＜大＞①15,400円　②19,800円
　　　③22,000円　④57,200円
＜小＞① 3,300円　② 4,400円
　　　③ 5,390円　④13,090円
＜多＞① 4,290円　② 5,720円
　　　③ 7,150円　④17,160円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳＦ3，Ｓ6
ⓀＮＸ-50Ａ

大牟田文化会館
1,512席
※2020.9〜10月改修工事で使
用不可

836-0843大牟田市不知火町2-10-2
電◯0944-55-3131
Ⓕ0944-52-8651
� （1986年）

　　　①20,190円　②29,700円
　　　③39,200円　④89,090円

（税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦⅢＳ

春日市ふれあい文化センター
＜スプリングホール＞600席
＜サンホール＞252席

816-0831春日市大谷6-24
電◯092-584-3366
Ⓕ092-501-1669

＜ス＞①10,800円　②14,040円
　　　③17,280円　④42,120円
＜サ＞① 6,480円　② 8,640円
　　　③10,800円　④25,920円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，Ｃ5

北九州芸術劇場
＜大＞1,269席
（内車椅子席7）
＜中劇場＞700席
（内車椅子席4）
＜小劇場＞可動96〜216席

803-0812北九州市小倉北区室町
1-1-1-11
電◯093-562-2655
Ⓕ093-562-2588

＜大＞①19,000円　② 59,280円
　　　③74,100円　④152,380円
＜中＞①10,200円　② 31,850円
　　　③39,780円　④ 81,830円
＜小＞① 3,400円　② 10,660円
　　　③13,260円　④ 27,320円
（入場料の最高額が1,000円以下の場合）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ，Ｃ7Ｌ

北九州市立戸畑市民会館
＜大＞�800席
＜中＞�300席

804-0067北九州市戸畑区汐井町
1-6ウェルとばた
電◯093-871-7200
Ⓕ093-871-7211

＜大＞①17,500円　②28,000円
　　　③35,000円　④99,400円
＜中＞① 6,600円　②10,600円
　　　③13,200円　④37,540円
（入場料1,000円以下の場合）

ⓎＣＦ
Ⓑフルコン
ⓈＤ-274
ⓀＥＸ

北九州市立響ホール
720席

805-0062北九州市八幡東区平野
1-1-1
電◯093-662-4010
Ⓕ093-662-0100
� （1993年）

　　　①26,040円　② 52,050円
　　　③65,100円　④143,190円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ　ⓀＥＸ
Ⓒ堀栄蔵製作フレンチモ
デル
▪ハープ

北九州市立門司市民会館
800席

801-0864北九州市門司区老松町
3-2
電◯093-321-2907
Ⓕ093-321-2906

　　　① 9,360円　②15,000円
　　　③18,720円　④51,510円
（入場料の最高額が1,000円以下の場合）

ⓎＣＦ，ＣＦ3

北九州市立若松市民会館
（生涯学習センター併設）
＜大＞800席
＜小＞250人

808-0034北九州市若松区本町3-
13-1
電◯093-771-8131
Ⓕ093-771-8045

＜大＞①17,300円　②36,010円
　　　③44,980円　④98,290円
＜小＞① 4,900円　②10,140円
　　　③12,740円　④27,780円
（入場料の最高額が1,000円以下の場合）

ⓎＣＦ，Ｃ7

久留米市城島総合文化センタ
ー
＜インガットホール＞
598席（含車椅子席）

830-0211久留米市城島町楢津1-1
電◯0942-62-2110
Ⓕ0942-62-4466
� （1998年）

１時間3,140円
（空調代別・税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ3

久留米シティプラザ
＜ザ・グランドホール＞
1,514席

830-0031久留米市六ッ門町8-1
電◯0942-36-3000
Ⓕ0942-36-3087� （2016年）

　　　①38,700円　② 63,350円
　　　③75,470円　④177,520円

（税込）

ⓈＤ-274，Ｃ227
ⓎＣＦＸ

コスメイト行橋
＜文化ホール＞429席

824-0005行橋市中央1-9-3
電◯0930-25-2300
Ⓕ0930-25-1456

　　　①4,720円　② 6,820円
　　　③8,910円　④20,450円

（税込）

ⓀＥＸ×2

https://www.fukuoka-fg.com/csr/foundation/ffghall_schedule.html
http://www.city.okawa.lg.jp
http://www.madokapia.or.jp/
http://www.omuta-bunka-kaikan.or.jp
http://www.hibiki-hall.jp/


全国都道府県別会館・ホール便覧（福岡県）

サザンクス筑後
＜大＞1,311席
＜小＞505席
＜イベントホール＞�224席

833-0047筑後市大字若菜1104
電◯0942-54-1200
Ⓕ0942-54-1205

＜大＞①13,000円　②19,500円
　　　③26,000円　④53,000円
＜小＞① 7,000円　②10,500円
　　　③14,000円　④29,000円
＜イ＞① 1,800円　② 2,700円
　　　③ 3,600円　④ 7,300円

ⓎＣＦⅢＳ
Ｂ◇ＧＰ178-ＥＰ
ⓈＤ-274

末永文化センター ★
＜末永ホール＞可動400席

814-0133福岡市城南区七隈1-11-
50
電◯Ⓕ092-821-3338

　　　①40,000円　② 52,000円
　　　③52,000円　④100,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

そえだ公民館（オークホール）
600席

824-0601福岡県田川郡添田町大
字庄952
電◯�Ⓕ�0947-82-2559� （1988年）

　　　①10,000円 Ⓢハンブルグ製，ニュー
ヨーク製

そぴあしんぐう
＜大＞
595席（車椅子席14）
＜小＞100席

811-0124福岡県糟屋郡新宮町新
宮東4-1-1
電◯092-962-5555
Ⓕ092-963-3805� （2001年）

＜大＞１時間7,000円（全使用）
＜小＞１時間1,400円

ⓈＤ-274
ⓎＣ7Ｌ

大名ＭＫホール
約100名

810-0041福岡市中央区大名1-3-40
電◯092-731-0890
Ⓕ092-712-2133

　　 9時〜17時　37,800円
　　17時〜22時　37,800円
　　13時〜22時　43,200円
　　 9時〜22時　54,000円

ⓎＣ6

田川文化センター
＜本館＞1,200席
田川青少年文化ホール
＜別館＞�368席

826-0032田川市平松町3-36
電◯0947-44-6470
Ⓕ0947-44-6471

＜本＞①11,230円　②17,010円
　　　③22,360円　④51,130円
＜別＞① 6,460円　② 8,430円
　　　③ 9,000円　④23,900円

（税込）

ⓈＤ-274
Ⓨフルコン×2

筑紫野市文化会館
801席

818-0041筑紫野市上古賀1-5-1
電◯092-925-4321
Ⓕ092-925-4322� （1984年）

　　　①13,200円　②17,600円
　　　③22,000円　④49,500円

ⓎＣＦ

なかまハーモニーホール
＜大＞736席（固定席）
（車椅子席6，親子席6）
＜小＞350席（可動）

809-0014中間市蓮花寺3-7-1
電◯093-245-8000
Ⓕ093-245-8048

＜大＞①10,560円　②15,840円
　　　③18,480円　④40,390円
＜小＞① 5,280円　② 7,920円
　　　③ 9,900円　④20,850円
（入場料1,000円未満の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

福岡県立ももち文化センター
（ももちパレス）
＜大＞800席
＜小＞150席

814-0006福岡市早良区百道2-3-15
電◯092-851-4511
Ⓕ092-851-4545

＜大＞①12,170円　②24,350円
　　　③36,530円　④73,050円
＜小＞① 9,740円　②12,170円
　　　③12,170円　④34,080円

ⓎＣＦ
ⓀＫＧ7Ｄ

福岡サンパレスホテル＆ホー
ル
2,322席（内車椅子席6）

812-0021福岡市博多区築港本町
2-1
電◯092-272-1441
Ⓕ092-282-1249

　　　①130,000円　②262,000円
　　　③386,000円　④600,000円

ⓈＤ，Ｂ
ⓎＣＦＸ

福岡市科学館
300席

810-0044福岡市中央区六本松4-2-
1
電◯092-731-2525
Ⓕ092-731-2530

　　　① 3,300円　②13,200円
　　　③16,300円　④32,500円

ⓎＣ５

福津市文化会館
（カメリアホール）
506席

811-3304福津市津屋崎1丁目7-2
電◯0940-52-3321
Ⓕ0940-52-5888

1時間2,000円
（入場料500円以下の場合）

Ⓢ

ミリカローデン那珂川
＜文化ホール＞820席
（内車椅子席6，親子室12席）

811-1253福岡県筑紫郡那珂川町
仲2丁目5番1号
電◯092-954-2211
Ⓕ092-954-3399

　　　①12,600円　②16,800円
　　　③16,800円　④46,200円

（税込）

ⓈＤ
ⓎＣＦⅢ

宗像ユリックス
＜イベントホール＞2,309席
＜ハーモニーホール＞622席

811-3437宗像市久原400
電◯0940-37-1311
Ⓕ0940-37-1359

� （1988年）

＜イ＞①20,320円　②30,470円
　　　③33,870円　④84,660円
＜ハ＞①10,150円　②16,930円
　　　③20,320円　④47,400円

（税込）

ⒷMod.275
ⓎＣＦ
ⓈＤ-274

八女市民会館おりなす八女
＜大＞796席
＜小＞252席

834-0031八女市本町602-1
電◯0943-22-5332
Ⓕ0943-23-2199� （2011年）

ⓈＤ-274
ⒷMod.280
ⓎＳ6Ｂ

http://chikushinoshi-bunka.fukuoka.jp
http://www.harmonyhall.or.jp
https://yurix.munakata.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（福岡県・佐賀県・長崎県）

ユメニティのおがた
＜大＞1,031席
（車椅子席8，親子席5）
＜小＞250席（可動）

822-0034直方市山部364-4
電◯0949-25-1007
Ⓕ0949-25-1001

� （2000年）

＜大＞①12,650円　②20,350円
　　　③26,840円　④56,100円
＜小＞① 4,400円　② 6,050円
　　　③ 8,250円　④19,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ，Ｃ6Ｌ

　〔佐　賀　県〕

伊万里市民会館 ★
1,007席

848-0045伊万里市松島町73-1
電◯0955-22-7105
Ⓕ0955-22-7106� （1971年）

　　　①14,150円　②25,540円
　　　③28,310円　④68,000円

（税込）

Ⓨフルコン

伊万里市民センター
＜文化ホール＞570席

848-0045伊万里市松島町391-1
電◯0955-22-3911
Ⓕ0955-22-4911� （1992年）

　　　① 8,230円　②14,830円
　　　③16,430円　④39,490円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓀＣＡ-40

唐津市ふるさと会館アルピノ
600席

847-0816唐津市新興町西新興町
2881-1
電◯0955-75-5155
Ⓕ0955-75-5166

1時間16,200円

唐津市民会館
1,202席

847-0014唐津市西城内6-33
電◯0955-72-8278
Ⓕ0955-72-8279� （1970年）

　　　①16,970円　②27,650円
　　　③31,950円　④76,790円

（税込）

ⓎＣＦ，ＣＦⅢ

神埼市千代田文化会館
（はんぎーホール）
503席
（内母子席4，身障者席2）

842-0053神埼市千代田町直鳥
57-1
電◯0952-44-2051
Ⓕ0952-44-2027

　　　①6,300円　 ② 8,400円
　　　③8,400円　 ④23,100円
（入場料500円以下の場合）

ⓈＤ-274

佐賀県立男女共同参画センター
佐賀県立生涯学習センター

（アバンセ）
＜円形ホール＞301席

840-0815佐賀市天神3-2-11
電◯0952-26-0011
Ⓕ0952-25-5591

　　　①5,830円　② 7,770円
　　　③9,320円　④22,920円
（入場料500円以下の場合）

ⓈＤ-274

佐賀県立美術館ホール
487席（身障者席5）

840-0041佐賀市城内1-15-23
電◯0952-24-3947
Ⓕ0952-25-7006

　　　① 9,900円　②13,200円
　　　③16,500円　④37,400円
（入場料500円以下の場合）

ⓈＤ-274

佐賀市文化会館
＜大＞1,811席（車椅子席5）
＜中＞�814席（車椅子席6）

849-0923佐賀市日の出1-21-10
電◯0952-32-3000
Ⓕ0952-32-3736

＜大＞①34,450円　② 54,610円
　　　③68,910円　④157,970円
＜中＞①21,390円　② 40,420円
　　　③45,660円　④107,470円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
ⓀＧＳ80

武雄市文化会館
＜大＞1,380席
＜小＞�424席

843-0022武雄市武雄町武雄5538-
1
電◯0954-23-5165
Ⓕ0954-23-5167� （1975年）

＜大＞①33,000円　② 66,000円
　　　③82,500円　④172,470円
＜小＞①11,100円　② 22,100円
　　　③27,600円　④ 57,730円

ⓈＤ
ⓎＣＦ

鳥栖市民文化会館
＜大ホール＞1,518席（内可動
130席，車椅子席10，母子席4）
＜小ホール＞388席

841-0052鳥栖市宿町807-17
電◯0942-85-3645
Ⓕ0942-85-3647

＜大＞①11,880円　②17,280円
　　　③23,760円　④52,920円
＜小＞① 6,480円　② 9,720円
　　　③12,960円　④29,160円

Ⓢ
Ⓨ

焱の博記念堂
＜文化ホール＞
531席（車椅子席5）

849-4165佐賀県西松浦郡有田町
黒川甲1788
電◯0955-46-5010
Ⓕ0955-46-5040� （1997年）

　　　① 7,800円　②14,100円
　　　③15,600円　④37,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ
ⓀＲＸⅡ

　〔長　崎　県〕

アルカスSASEBO
＜大＞
2,000席（内車椅子席10）
＜中＞500席
＜イベントホール＞可動350席

857-0863佐世保市三浦町2-3
（公財）佐世保地域文化事業財
団
電◯0956-42-1111
Ⓕ0956-24-0051

� （2001年）

＜大＞① 30,280円　② 67,680円
　　　③ 80,140円　④178,100円
＜中＞①  8,910円　② 19,910円
　　　③ 23,570円　④ 52,390円
＜イ＞①  7,120円　② 15,920円
　　　③ 18,860円　④ 41,900円

（税込）

ⓈＤ-274×3
ⓎＣＦⅢＳＡ，Ｓ6Ａ
ⓀＳＫ6
ⒷMod.275　
▪ポジティフオルガン

壱岐文化ホール
＜大＞1,025席（車椅子席4）

811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触
445
電◯0920-47-4111
Ⓕ0920-47-4800

　　　①10,280円　②15,420円
　　　③20,570円

ⓈＤ-274
ⓎＳ６

http://www.yumenity.jp/yumenity/
http://www.arkas.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（長崎県・熊本県）

諫早文化会館
＜大＞1,283席
＜中＞��500席

854-0061諫早市宇都町9-2
電◯0957-25-1500
Ⓕ0957-25-1924
� （1980年）

＜大＞①15,710円　②20,950円
　　　③26,190円　④62,850円
＜中＞① 3,140円　② 4,190円
　　　③ 5,240円　④12,570円

ⓈＤ-274　ⓎＣＦ，Ｃ7

大村市体育文化センター
（シーハットおおむら）
＜さくらホール＞500席

856-0836大村市幸町25-33
電◯0957-20-7200
Ⓕ0957-20-7203� （1998年）

　　　① 6,300円　② 8,400円
　　　③10,500円　④25,200円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

島原市有明総合文化会館
（グリーンウェーブ）
＜サニーホール＞700席
（車椅子席4，母子室6席）

859-1415島原市有明町大三東戊
1382
電◯0957-68-5800
Ⓕ0957-68-5150

１時間当3,150円 ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6

島原文化会館
1,202席

855-0036島原市城内1-1177-2
電◯0957-62-2111
Ⓕ0957-62-2117� （1974年）

　　　①29,880円　② 59,760円
　　　③39,840円　④129,480円

ⓎＣＦⅢＳ

とぎつカナリーホール
770席（車椅子席2）

851-2104長崎県西彼杵郡時津町
野田郷62
電◯095-882-0003
Ⓕ095-882-0307

　　　① 9,900円　②22,000円
　　　③26,400円　④58,300円

（税込）

ⓈＤ-274

長崎市市民生活プラザホール
（メルカつきまちホール）
274席（可動）

850-0877長崎市築町3-18
電◯095-823-9339
Ⓕ095-827-2080

　　　① 8,022円　②16,045円
　　　③20,160円　④44,227円

（税込）

ⓎＳ4

長崎市チトセピアホール
最大500席

852-8135長崎市千歳町5-1チトセ
ピアビル2Ｆ
電◯095-842-2700
Ⓕ095-843-0445

　　　① 8,475円　②16,950円
　　　③21,188円　④46,613円

ⓎＣＦⅢＳ

長崎市平和会館
716席

852-8117長崎市平野町7-8
電◯095-844-1231
Ⓕ095-846-5170

　　　① 6,860円　②12,579円
　　　③14,873円　④34,312円

ⓎＣＦ

長崎市民会館
＜文化ホール＞
977席（車椅子席3）

850-0874長崎市魚の町5-1
電◯095-825-1400
Ⓕ095-820-2605

　　　①11,437円　②25,169円
　　　③29,746円　④66,352円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

長崎ブリックホール
＜大＞2,002席（内車椅子席8）
＜国際会議場＞�542席

852-8104長崎市茂里町2-38
電◯095-842-2002
Ⓕ095-842-2330

� （1998年）

＜大＞①34,676円　② 76,266円
　　　③90,200円　④201,142円
＜国＞①17,180円　② 22,838円
　　　③22,838円　④ 62,856円

（税込）

Ⓢフルコン
Ⓨフルコン×2
▪ティンパニー，マリン
バ，バスドラム

長与町民文化ホール
602席（車椅子席3，母子席4）

851-2126長崎県西彼杵郡長与町
吉無田郷73-1
電◯095-883-8731
Ⓕ095-883-8065� （1997年）

　　　① 6,600円　②11,000円
　　　③13,200円　④30,800円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ5
ⓎＣ3（ホワイエ用）

ハマユリックスホール
797席（母子室１）

854-0702雲仙市南串山町乙2-15
電◯Ⓕ0957-88-3305

１時間当2,000円
（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

東彼杵町総合会館文化ホール
（グリーンハート）
600席

859-3807長崎県東彼杵郡東彼杵
町彼杵宿郷706-4
電◯0957-46-0114
Ⓕ0957-46-0757

　　　① 9,000円　②12,000円
　　　③14,000円　④35,000円

ⓈＤ-274

平戸文化センター
1,973席

859-5121平戸市岩の上町1529
電◯0950-22-5300
Ⓕ0950-22-5302

　　　①13,650円　②19,950円
　　　③22,050円　④55,650円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ5Ａ

　〔熊　本　県〕

荒尾総合文化センター
＜ありあけホール＞
1,204席（車椅子席4）
＜しょうだいホール＞
�420席（内可動330席）

864-0041荒尾市荒尾4186-19
電◯0968-66-4111
Ⓕ0968-66-4115

� （1986年）

＜あ＞①15,830円　②26,400円
　　　③36,950円　④79,200円
＜し＞① 5,270円　② 9,230円
　　　③11,870円　④26,400円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ，ＣＦ
ⓀＥＸ

宇城市小川総合文化センター
（ラポート）
577席

869-0624宇城市小川町江頭80
電◯0964-43-0004
Ⓕ0964-43-0110

　　　①4,600円　②6,200円
　　　③8,200円

（税込）

ⓈＤ-274

宇城市松橋総合体育文化セン
ター（ウイングまつばせ）
＜文化ホール＞800席

869-0592宇城市松橋町大野85
電◯0964-32-5555
Ⓕ0964-32-5556

　　　① 6,700円　② 9,300円
　　　③11,300円　④27,300円

（税込）

ⓈＤ-274

http://isahayaculturehall.com
http://www.seahat.jp
http://www.ariake-bunka.jp/
http://www.brickhall.jp/
https://webtown.nagayo.jp/gyoseijoho/shisetsuichiran/bunka/tyomin_event.html
http://www.city.arao.lg.jp/q/list/403.html


全国都道府県別会館・ホール便覧（熊本県・大分県）

宇土市民会館
737席（内車椅子席8）

869-0433宇土市新小路町123
電◯0964-22-0188
Ⓕ0964-22-0189

　　　① 6,600円　② 9,900円
　　　③12,100円　④27,500円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

菊池市文化会館
818席

861-1308菊池市亘32
電◯0968-24-1101
Ⓕ0968-24-1103� （1980年）

　　　①14,000円　②18,000円
　　　③24,000円　④56,000円

ⓎＣＦ

熊本県立劇場
＜コンサートホール＞
1,810席
＜演劇ホール＞1,172席

862-0971熊本市中央区大江2-7-1
電◯096-363-2233
Ⓕ096-371-5246

� （1983年）

＜コ＞① 39,600円　② 79,200円
　　　③118,800円　④196,900円
＜演＞① 34,100円　② 67,100円
　　　③100,100円　④167,200円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ
ⓀＥＸ
ⒷMod.290インペリアル
Ⓒノイペルト社製

熊本市健軍文化ホール
293席（車椅子スペース有）

862-0903熊本市東区若葉3-5-11
電◯096-368-1221
Ⓕ096-368-0330

　　　①4,000円　② 6,000円
　　　③8,000円　④18,000円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

熊本市男女共同参画センター
はあもにい
372席

860-0862熊本市中央区黒髪3-3-10
電◯096-345-2550
Ⓕ096-345-0373

　　　① 7,500円　②11,300円
　　　③15,000円　④33,800円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ-3

くまもと森都心プラザホール
489席

860-0047熊本市西区春日1-14-1
電◯096-355-7400
Ⓕ096-355-7410

　　　① 9,800円　②14,600円
　　　③19,600円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

合志市総合センター
（ヴィーブル）
＜文化ホール＞602席

861-1116合志市福原2922
電◯096-248-5555
Ⓕ096-248-5450� （2013年）

　　　① 7,500円　② 9,500円
　　　③11,500円　④28,500円

（税込）

Ⓚ

市民会館シアーズホーム夢ホ
ール（熊本市民会館）
固定1,579席（車椅子席12）

860-0805熊本市中央区桜町1-3
電◯096-355-5235
Ⓕ096-355-5239� （1968年）

　　　①26,000円　② 52,000円
　　　③65,000円　④143,000円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ

玉名市民会館
＜大＞826席
＜マルチホール＞可動300席
※建替え新設ホール
　2020.6月開館

865-0016玉名市岩崎152-2
電◯0968-73-5107
Ⓕ0968-73-5108

� （2020年）

＜大＞①15,400円　②24,600円
　　　③33,800円　④70,100円
＜マ＞① 6,600円　②10,500円
　　　③14,500円　④30,000円

（税込）

Ⓢ
Ⓨ×2

人吉市カルチャーパレス
＜大＞1,345席
＜小＞�462席
＜屋外集会場＞1,000人

868-0015人吉市下城本町1578-1
電◯0966-24-3311
Ⓕ0966-24-3519

� （1984年）

＜大＞①16,500円　②24,750円
　　　③33,000円　④67,100円
＜小＞① 6,600円　② 9,900円
　　　③13,200円　④26,400円

（税込）

ⓎNEW�ＣＦⅢＳ
ⓎＣＦⅢ

益城町文化会館
517席（内車椅子席3）
※熊本地震の復旧工事のため
2021.3月まで休館

861-2242熊本県上益城郡益城町
木山381-1
電◯096-286-1511
Ⓕ096-286-2272

　　　① 7,200円　② 9,300円
　　　③11,300円　④27,800円

ⓈＤ-274
Ⓑ290

水俣市文化会館
938席

867-0005水俣市牧ノ内8-1
電◯0966-63-6000
Ⓕ0966-62-3130

　　　①11,250円　②14,460円
　　　③17,670円　④43,380円

ⓎＣＦ，Ｇ1

八代市鏡文化センター
＜文化ホール＞594席

869-4202八代市鏡町内田468-1
電◯0965-52-1114
Ⓕ0965-52-1483

　　　①14,400円　②18,510円
　　　③22,620円　④51,420円
（入場料金を徴収する場合）

ⓎＣＦⅢＳ

八代市厚生会館
964席

866-0863八代市西松江城町1-47
電◯0965-32-3196
Ⓕ0965-32-6381

　　　①18,360円　②32,400円
　　　③36,720円　④81,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，ＣＦ

やつしろハーモニーホール
＜市民ホール＞494席
（車椅子席6）

866-0854八代市新町5-20
電◯0965-53-0033
Ⓕ0965-31-8677

　　　①17,280円　②23,100円
　　　③23,100円　④63,480円

（税込）

ⓈＤ-274

　〔大　分　県〕

iichiko総合文化センター
＜iichikoグランシアタ＞
1,954席
＜iichiko音の泉ホール＞
�704席

870-0029大分市高砂町2-33
電◯097-533-4003
Ⓕ097-533-4009

� （1998年）

＜グ＞① 83,500円　②111,400円
　　　③139,200円　④284,000円
＜音＞① 37,200円　② 49,500円
　　　③ 61,900円　④126,300円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

Ⓢ×2　Ⓨ×2
Ⓑ
Ⓚ
Ⓒ

http://utobunka.jp
http://www.kikuchi-bunka.com
http://stage1kmj.jp/
http://www.t-siminkaikan.jp
http://emo.or.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（大分県）

宇佐文化会館・ウサノピア
＜大＞1,197席
＜小＞�400席

879-0454宇佐市大字法鏡寺224
電◯0978-33-3100
Ⓕ0978-33-3102

＜大＞①10,530円　②19,700円
　　　③28,080円　④58,320円
＜小＞① 6,480円　②11,870円
　　　③16,200円　④34,560円

（税込）

ⓎＣＦⅢ
ⓀＥＸ

臼杵市民会館
1,000席

875-0041臼杵市大字臼杵72-83
電◯0972-63-7977
Ⓕ0972-63-7997� （1992年）

　　　①17,710円　②28,820円
　　　③35,310円　④81,840円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

くじゅうサンホール
固定502席
車椅子席4

878-0201竹田市久住町大字久住
6154番地
電◯0974-76-0717
Ⓕ0974-76-0724

　　　①11,000円　②13,000円
　　　③13,000円　④31,000円

（冷暖房，楽屋別，税込）

ⓎＧ7

玖珠町中央公民館
（くすまちメルサンホール）
＜町民ホール＞716席
（親子席10）

879-4405大分県玖珠郡玖珠町大
字岩室24-1
電◯0973-72-0601
Ⓕ0973-73-9132� （2000年）

　　　①13,200円　②17,600円
　　　②19,800円　④50,600円

（税込）

Ⓚ

くにさき総合文化センター
（アストくにさき）
＜アストホール＞�735席
（内車椅子席6）
＜マルチホール＞可動150席

873-0503国東市国東町鶴川160-2
電◯0978-72-2121
Ⓕ0978-72-4070

� （2001年）

＜ア＞①22,000円　②29,330円
　　　③36,660円　④78,570円
＜マ＞① 3,520円　② 4,690円
　　　③ 4,690円　④12,900円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6Ａ

コアやまくに
＜シアター＞
335席（内親子席8）

871-0712中津市山国町守実130
電◯0979-62-2140
Ⓕ0979-62-2204� （1996年）

 9時〜17時：1時間2,620円
17時〜22時：1時間3,140円

　　　　④33,560円� （税込）

ⓈＤ-274

九重文化センター
＜文化ホール＞407席
（車椅子席4，母子席5）

879-4803大分県玖珠郡九重町大
字後野上17-4
電◯0973-76-3888
Ⓕ0973-76-3877

　　　① 7,500円　②10,000円
　　　②12,000円　④35,000円

Ⓚ

コンパルホール
＜文化ホール＞494席

870-0021大分市府内町1-5-38
電◯097-538-3700
Ⓕ097-534-4049

　　　①15,010円　②22,520円
　　　③30,030円　④67,560円

ⒷMod.290
ⓀGS100

佐伯文化会館
1,308席

876-0831佐伯市大手町1-1-1
電◯0972-22-6111
Ⓕ0972-22-6118� （1971年）

　　　①14,000円　②17,000円
　　　③21,000円　④52,000円

ⓎＣＦ

しいきアルゲリッチハウス・
サロン
150席

874-0903別府市野口原3030-1
電◯0977-27-2300
� （2015年）

　　　④300,000円 ⓈＤ-274

J:COM ホルトホール大分
（市民ホール）
＜大＞1,201席
＜小＞��202席

870-0839大分市金池南1-5-1
電◯097-576-8877
Ⓕ097-544-5690
� （2013年）

＜大＞①31,980円　② 42,580円
　　　③51,120円　④106,870円
＜小＞① 6,580円　②  8,740円
　　　③10,490円　④�22,020円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦ

津久見市民会館
697席

879-2413津久見市大字津久見浦
3825-100
電◯0972-82-5265
Ⓕ0972-82-7399

　　　① 9,680円　②12,100円
　　　③14,520円　④36,300円

（税込）

Ⓨフルコン

中津文化会館
＜大＞898席

871-0058中津市豊田町14-38
電◯0979-24-1155
Ⓕ0979-24-1214

　　　①13,200円　②23,100円
　　　③29,700円　④66,000円

（税込）

Ⓨセミコン
Ⓚフルコン　

日田市民文化会館
（パトリア日田）
＜大＞1,003席（やまびこ）
＜小＞��351席（せせらぎ）

877-0016日田市三本松1-8-11
電◯0973-25-5000
Ⓕ0973-25-5001

� （2007年）

＜大＞①13,820円　②24,300円
　　　③31,210円　④69,330円
＜小＞① 5,230円　② 9,110円
　　　③11,520円　④25,860円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ

豊後大野市総合文化センター
エイトピアおおの
＜大＞1,001席
＜小＞��300席

879-7125豊後大野市三重町内田
878
電◯0974-22-8000
Ⓕ0974-22-3953� （1998年）

＜大＞①26,500円　② 43,160円
　　　②52,900円　④122,560円
＜小＞① 8,590円　② 14,140円
　　　②17,390円　④ 40,120円

ⓈＤ-274
ⓀＥＸ，ＲＸ

別府コンベンションセンター
（ビーコンプラザ）
〈フィルハーモニアホール〉
1,200席

874-0828別府市山の手町12-1
電◯0977-26-7111
Ⓕ0977-26-7100
� （2012年）

　　　①36,300円　② 58,080円
　　　③72,600円　④142,450円

（税込）

Ⓢ
Ⓚ

https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/shogai-gakushu/
https://www.argerich-mf.jp
http://www.horutohall-oita.jp
http://patria-hita.jp
https://www.bungoohno-bunka.jp
http://www.b-conplaza.jp
http://coreyamakuni.com/


全国都道府県別会館・ホール便覧（大分県・宮崎県）

リル・ドリーム
113席

871-0033中津市宮島町７番地
電◯0979-23-2228

　　　①3,300円　② 4,400円
　　　③4,400円　④12,100円

（税込）

Ⓚセミコン

　〔宮　崎　県〕

えびの市文化センター
533席
（内車椅子席3，母子室10席）

889-4311えびの市大字大明司
2146-2
電◯0984-35-2268
Ⓕ0984-35-2908� （1986年）

　　　① 6,930円　②10,390円
　　　③13,860円　④27,720円

（税込）

ⓎＣＦ（ピアノ）
▪ＦＳ-30（エレクトーン）

小林市文化会館
＜大＞1,117席（内車椅子席3）
＜小＞��288席

886-0009小林市駅南232
電◯0984-23-7400
Ⓕ0984-23-7955

� （1993年）

＜大＞①10,623円　②21,309円
　　　③27,563円　④57,577円
＜小＞① 3,300円　② 5,102円
　　　③ 6,862円　④14,447円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

西都市民会館
1,003席（車椅子席4）

881-0012西都市小野崎2-49
電◯�Ⓕ0983-43-5048

　　　① 8,800円　 ②10,560円
　　　③12,320円　 ④28,160円

（税込）

ⓈＤ型
ⓎＣＦⅢ

新富町文化会館
（ルピナスみらい）
＜大＞800席
＜小＞300席（可動）

889-1403宮崎県児湯郡新富町大
字上富田6367-1
電◯0983-33-6205
Ⓕ0983-33-6191

＜大＞①10,500円　②15,750円
　　　③21,000円　④45,150円
＜小＞① 2,520円　② 3,780円
　　　③ 5,040円　④10,500円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ6

南郷ハートフルセンター
（文化会館）
＜大＞801席
＜小＞300席（可動）

889-3204日南市南郷町中村乙
7051-25
電◯0987-64-0310
Ⓕ0987-64-0930
� （1995年）

＜大＞① 5,230円　② 9,420円
　　　③12,570円　④28,280円
＜小＞① 1,880円　② 3,350円
　　　③ 4,290円　④ 9,420円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣ-7

日南市文化センター
601席

887-0021日南市中央通1-7-1
電◯�Ⓕ0987-23-4830
� （1962年）

　　　①4,190円　 ② 7,330円
　　　③9,420円　 ④20,950円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

延岡市公会堂「野口記念館」
638席（車椅子席10）

882-0813延岡市東本小路119-1
電◯Ⓕ0982-32-3745

　　　① 7,660円　②13,600円
　　　③17,820円� （税込）

ⓎＣＦ

延岡総合文化センター
＜大＞1,306席（車椅子席6）
＜小＞��287席（車椅子席4）

882-0852延岡市東浜砂町611-2
電◯0982-22-1855
Ⓕ0982-21-6668

＜大＞①14,040円　②24,840円
　　　③32,400円　④71,280円
＜小＞① 3,780円　② 5,940円
　　　③ 7,560円　④17,280円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ51ＸⅡ特別仕様
ⓎＣＦⅢ

日向市文化交流センター
＜大＞1,267席
＜小＞�219席

883-0046日向市中町1-31
電◯0982-54-6111

＜大＞①13,990円　②21,060円
　　　③29,590円　④61,880円
＜小＞① 2,050円　② 3,240円
　　　③ 4,640円　④ 9,720円

（税込）

ⓈＤ-274　ⓎＧ5，ＣＦ
ⓀＧＳ-100

三股町立文化会館
可動413席＋車椅子スペース6

889-1901宮崎県北諸県郡三股町
大字樺山3404-2
電◯0986-51-3462
Ⓕ0986-51-3561

　　　① 5,400円　 ②10,800円
　　　③16,200円　 ④32,400円

（税込）

ⓎＣＦⅢＳ

都城市ウエルネス交流プラザ
＜ムジカホール＞293席
（車椅子席2，親子席3）

885-0051都城市蔵原町11街区25
号
電◯0986-26-7770
Ⓕ0986-26-7781

　　　① 5,724円　 ②10,368円
　　　③14,472円　 ④35,640円
（入場料500円以下の場合）

ⓎＣＦⅢＳ
ⓀＥＸ

都城市総合文化ホール
（ＭＪ）
＜大「きりしま」＞1,461席
＜中「あさぎり」＞682席

885-0024都城市北原町1106-100
電◯0986-23-7140
Ⓕ0986-23-7143

＜大＞①20,400円　② 35,600円
　　　③45,800円　④101,800円
＜中＞①12,700円　② 22,100円
　　　③28,500円　④ 63,300円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢ

宮崎市清武文化会館
＜半九ホール＞798席
＜小＞200席

889-1613宮崎市清武町西新町6番
地5
電◯0985-84-0181
Ⓕ0985-85-4422

＜半＞①18,500円　②32,900円
　　　③32,900円　④76,100円
＜小＞① 2,780円　② 4,940円
　　　③ 4,940円　④11,420円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

宮崎市民プラザ
＜オルブライトホール＞
497席（車椅子席4，親子席5）

880-0001宮崎市橘通西1-1-2
電◯0985-24-1008
Ⓕ0985-29-2244

　　　①12,000円　 ②23,000円
　　　③28,100円　 ④60,100円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ



全国都道府県別会館・ホール便覧（宮崎県・鹿児島県）

宮崎市民文化ホール
＜大ホール＞1,867席
＜イベントホール＞可動300
席

880-0930宮崎市花山手東3丁目
25-3
電◯0985-52-7722
Ⓕ0985-52-7515

＜大＞①28,000円　② 52,960円
　　　③64,770円　④139,020円
＜イ＞① 8,250円　②13,850円
　　　③16,190円　④36,360円
� （税込）

Ⓢフルコン×2
Ⓨフルコン×2

メディキット県民文化センター
（宮崎県立芸術劇場） ★
＜アイザックスターンホール＞
1,818席
＜演劇ホール＞1,112席
＜イベントホール＞可動300席

880-8557宮崎市船塚3-210
電◯0985-28-3208
Ⓕ0985-24-7676

� （1993年）

＜ア＞①30,060円　② 60,020円
　　　③86,210円　④158,700円
＜演＞①24,820円　② 49,650円
　　　③71,330円　④131,360円
＜イ＞① 4,700円　②  9,420円
　　　③13,710円　④ 25,130円
（入場料1,000円以下の場合・税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ　ⒷMod.290
ⓀＥＸ
Ⓒアトリエ・フォン・ナ
ーゲル社製
Ⓟ須藤オルガン工房製66
ストップ

　〔鹿  児  島  県〕

姶良市文化会館
（加音ホール）
＜大＞817席
＜小＞300席

899-5241姶良市加治木町木田
5348-185
電◯0995-62-6200
Ⓕ0995-62-6211

＜大＞①13,631円　②20,971円
　　　③27,262円　④59,767円
＜小＞① 6,292円　② 9,437円
　　　③12,583円　④26,213円

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢＳ

伊佐市文化会館
1,194席

895-2521伊佐市大口鳥巣305
電◯0995-22-6320
Ⓕ0995-23-0981

　　　①21,000円　② 38,850円
　　　③51,450円　④108,150円

ⓎＣＦⅡ，Ｇ3

出水市文化会館
＜大＞1,006席
出水市音楽ホール
＜音楽ホール＞396席

899-0208出水市文化町23
電◯0996-63-2106
Ⓕ0996-64-1105
� （1974年）

＜大＞①10,000円　②15,000円
　　　③20,000円　④45,000円
＜音＞① 5,000円　② 7,500円
　　　③10,000円　④22,500円

ⓎＣＦ，ＣＦⅢＳ

指宿市民会館
1,120席

891-0404指宿市東方12000
電◯0993-22-4105
Ⓕ0993-22-4106� （1969年）

曜日，時間帯問わず
　　　　14,070円／時間

（税込）

ⓀＧＳ-100

頴娃文化会館 ★
864席

891-0702南九州市頴娃町牧之内
2606
電◯0993-36-1110
Ⓕ0993-36-1124� （1984年）

　　　①12,375円　②16,500円
　　　③27,225円　④53,625円

（税込）

ⓎＣＦ

おきえらぶ文化ホール
（あしびの郷・ちな）
530席

891-9213鹿児島県大島郡知名町
瀬利覚2362
電◯0997-81-5151
Ⓕ0997-81-5153� （2001年）

　　　①11,000円　 ②16,500円
　　　③22,000円　 ④47,300円

ⓎＣＦⅢＳＡ，ＣＳⅡ

鹿児島県文化センター ★
（宝山ホール）
1,502席（車椅子席4含む）

892-0816鹿児島市山下町5-3
電◯099-223-4221
Ⓕ099-223-2503� （1966年）

　　　①19,100円　② 57,400円
　　　③72,800円　④143,800円

（税込）

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦⅢＳ

かごしま県民交流センター★
＜県民ホール＞590席（車椅
子席・介護者席各6，親子席10）

892-0816鹿児島市山下町14-50
電◯099-221-6600
Ⓕ099-221-6640� （2003年）

　　　①12,300円　②37,100円
　　　③46,300円　④92,600円
（入場料を徴収する場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＳ6
▪マリンバ

鹿児島市民文化ホール
＜第1ホール＞1,990席
＜第2ホール＞�952席
＜市民ホール＞�400席

890-0062鹿児島市与次郎2-3-1
電◯099-257-8111
Ⓕ099-251-4053

＜１＞①23,000円　② 69,200円
　　　③87,800円　④173,600円
＜２＞①13,200円　② 39,700円
　　　③50,300円　④ 99,600円
＜市＞① 4,000円　②  9,400円
　　　③12,600円　④ 24,300円

ⓈＤ-274×2
ⓎＣＦ×2，Ｃ7

鹿屋市市民交流センター
（リナシティかのや）
＜芸術文化学習プラザホール
＞394席

893-0009鹿屋市大手町1-1
電◯0994-35-1004
Ⓕ0994-43-0744

　　　① 6,000円　 ②12,000円
　　　③16,000円　 ④32,000円
（入場料が500円未満の場合）

ⓎＣＦⅢＳ

鹿屋市文化会館
1,002席

893-0007鹿屋市北田町11107
電◯0994-44-5115
Ⓕ0994-44-5362

　　　①10,800円　②16,200円
　　　③21,600円　④46,400円

（税込）

Ⓢフルコン
ⓎＳＣ

霧島国際音楽ホール ★
（みやまコンセール）
＜主ホール＞770席
（内可動26席，車椅子席8）
＜小＞200席

899-6603霧島市牧園町高千穂
3311-29
電◯0995-78-8000
Ⓕ0995-78-3311

＜主＞① 9,260円　②28,080円
　　　③35,390円　④69,640円
＜小＞① 2,370円　② 5,150円
　　　③ 6,480円　④12,660円

ⓈＤ-274×２
ⓎＣＦⅢＳ，Ｓ700Ｅ
ⓀＥＸ
Ⓒ
▪フォルテピアノ

霧島市民会館
1050席

899-4332霧島市国分中央3-8-1
電◯0995-64-0926
Ⓕ0995-73-7744� （1999年）

　　　①10,380円　②13,840円
　　　③13,840円　④44,980円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀＧＳ-100

http://www.miyazaki-ac.jp
http://www.houzanhall.com


全国都道府県別会館・ホール便覧（鹿児島県・沖縄県）

薩摩川内市川内文化ホール
1,203席

895-0054薩摩川内市若松町3-10
電◯0996-22-5211
Ⓕ0996-20-2672

　　　①5,610円　② 7,480円
　　　③7,480円　④24,310円

ⓎＣＦⅢ

さつま町宮之城文化センター
685席

895-1804鹿児島県薩摩郡さつま
町船木302
電◯0996-53-1732
Ⓕ0996-53-0900� （1974年）

8時30分〜22時
　平日　1時間1,750円
土日祝　1時間2,190円� （税込）
※入場料を徴収する場合は3倍

Ⓨフルコン

志布志市文化会館
998席

899-7103志布志市志布志町志布
志2238-1
電◯099-472-3050
Ⓕ099-472-3051� （1976年）

　　　①11,550円　②15,400円
　　　③19,250円　④43,870円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ7Ｂ

曽於市末吉総合センター
（文化センター）
＜コンサートホール＞824席

899-8604曽於市末吉町諏訪方
8127
電◯0986-76-7100
Ⓕ0986-76-7102� （1985年）

　　　①11,500円　②16,500円
　　　③19,800円　④44,000円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

谷山サザンホール
806席（内車椅子席6）

891-0141鹿児島市谷山中央
1-4360
電◯099-260-2033
Ⓕ099-267-4256� （1989年）

　　　① 8,800円　②26,500円
　　　③33,600円　④66,500円

Ⓢフルコン
ⓎＣＦ

種子島こり〜な ★
675席

891-3604鹿児島県熊毛郡中種子
町野間6410-1
電◯0997-27-3711
Ⓕ0997-27-3811

　　　① 9,720円　②17,280円
　　　③21,600円　④48,600円

ⓈＤ-274
ⓎＣ5Ｅ

垂水市文化会館
1,004席

891-2104垂水市田神2750-1
電◯0994-32-7551
Ⓕ0994-32-7554� （1993年）

　　　①10,800円　②16,200円
　　　③21,600円　④46,440円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｃ5Ｅ

長島町文化ホール
800席

899-1303鹿児島県出水郡長島町
指江1545
電◯0996-88-6500
Ⓕ0996-88-6501

　　　①22,050円　②30,450円
　　　③42,000円　④89,250円
（入場料を徴収する場合・税込）

ⓎＣ7Ａ

日置市伊集院文化会館
1,208席

899-2504日置市伊集院町郡
1-100
電◯099-273-4111
Ⓕ099-273-4112

　　　①18,310円　②28,080円
　　　③36,720円　④78,790円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓀKG-8Ｃ

日置市東市来文化交流センタ
ー（こけけホール）
603席
（車椅子席4，親子室8席）

899-2202日置市東市来町長里
3253-3
電◯099-274-7701
Ⓕ099-274-7702

　　　① 9,800円　②14,700円
　　　③19,600円　④42,100円

ⓈＤ-274

溝辺公民館
（みそめ館）
814席

899-6404霧島市溝辺町麓3391
電◯0995-58-3391
Ⓕ0995-58-3115

　　　① 9,270円　②12,360円
　　　③12,360円　④40,170円

（税込）

ⓎＧ5Ｅ

南さつま市民会館
700席（立見を含む）

897-0003南さつま市加世田川畑
2627-1
電◯0993-53-2331

　　　① 5,830円　② 9,720円
　　　③12,960円　④28,510円

Ⓨフルコン

みなみホール
300席

890-8603鹿児島市与次郎1-9-33南
日本新聞会館4Ｆ
電◯099-813-5003
Ⓕ099-813-5455

　　　①45,100円　② 50,600円
　　　③52,800円　④113,300円

（税込）

ⓈＤ-274

　〔沖　縄　県〕

アイム・ユニバースてだこホ
ール（浦添市てだこホール）
＜大＞1,001席
（車椅子席5，親子観覧席5）
＜小＞300席

901-2103浦添市仲間1-9-3
電◯098-942-4360
Ⓕ098-942-4338

� （2007年）

＜大＞①15,500円　②31,900円
　　　③38,800円　④77,600円

ⓈＤ-274×2

石垣市民会館
1,010席

907-0013石垣市浜崎町1-1-2
電◯0980-82-1515
Ⓕ0980-83-0191

　　　①27,500円　② 55,200円
　　　③67,500円　④135,200円

（税込）

ⓎＣＦⅢ，Ｓ400-Ｂ

うるま市民芸術劇場
＜響ホール＞821席
＜燈ホール＞357席

904-2226うるま市仲嶺175
電◯098-973-4400
Ⓕ098-973-4444
� （1995年）

＜響＞① 7,200円　②14,800円
　　　③18,200円　④36,400円
＜燈＞① 3,600円　② 7,400円
　　　③ 9,100円　④18,200円

ⓈＤ-274
ⒷMod.290

http://www.k-kb.or.jp/southern
https://373news.com
http://www.tedakohall.jp


全国都道府県別会館・ホール便覧（沖縄県）

沖縄コンベンションセンター
＜劇場ホール＞
1,709席（内可動168席）

901-2224宜野湾市真志喜4-3-1
電◯098-898-3000
Ⓕ098-898-2202

　　　①60,700円　② 81,300円
　　　③81,300円　④249,000円

（税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

沖縄市民会館
＜大＞1,545席（車椅子席16）
＜中＞ 500席

904-0006沖縄市八重島1-1-1
電◯098-939-0022
Ⓕ098-939-0024

� （1980年）

＜大＞①24,800円　② 49,600円
　　　③60,000円　④120,800円
＜中＞①11,400円　② 22,800円
　　　③31,200円　④ 62,000円

（税込）

ⓈＦＣ
ⓎＣＦ

沖縄市民小劇場あしびなー
290席

904-0004沖縄市中央2-28-1
沖縄市雇用促進等施設（旧コリ
ンザ）3Ｆ
電◯098-934-8487
Ⓕ098-934-8490� （1998年）

　　　①6,000円　 ② 8,400円
　　　③8,800円　 ④21,200円

ⓈＤ-274

宜野座村文化センター
（がらまんホール）
406席（内可動席36，車椅子
席3，母子席5）

904-1302沖縄県国頭郡宜野座村
宜野座314-1
電◯098-983-2613
Ⓕ098-983-2614

　　　① 7,000円　② 7,000円
　　　③15,000円　④30,000円

ⓈＤ-274

宜野湾市民会館
1,206席

901-2203宜野湾市野嵩1-1-2
電◯098-893-4433
Ⓕ098-893-4434� （1983年）

　　　①14,880円　 ②29,760円
　　　③36,000円　 ④72,600円

（税込）

ⓎＣＦⅢ

名護市民会館
＜大＞1,054席
＜中＞ �340席（内可動194席）

905-0014名護市港2-1-1
電◯0980-53-5427
Ⓕ0980-53-5426

＜大＞①20,890円　② 42,000円
　　　③50,610円　④102,060円
（入場料1,000円未満の場合）
＜中＞① 7,140円　② 14,380円
　　　③19,630円　④ 39,060円

ⓎＣＦⅢ，Ｓ400B

那覇市パレット市民劇場
391席（車椅子席4，親子室2
室8席）

900-0015那覇市久茂地1-1-1
パレットくもじ9Ｆ
電◯098-869-4880
Ⓕ098-869-4883� （1991年）

　　　①15,028円　②30,926円
　　　③37,756円　④75,638円
（入場料3,000円以上の場合・税込）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦⅢ

南城市文化センター
（シュガーホール）
510席

901-1403南城市佐敷字佐敷307
電◯098-947-1100
Ⓕ098-947-0099� （1994年）

　　　①22,440円　② 42,240円
　　　③51,480円　④101,640円
（入場料3,000円以上の場合）

ⓈＤ-274
ⓎＣＦＸ
Ⓒカワイ製ＤＤ-300

読谷村文化センター
（鳳ホール）
706席（車椅子席8）

904-0392沖縄県中頭郡読谷村字
座喜味2901
電◯098-982-9292
Ⓕ098-958-6669

　　　①10,400円　②20,700円
　　　③25,200円　④51,200円

ⓈＤ-274
ⓎＣ6，Ｃ7

琉球新報ホール
606席

900-0021那覇市泉崎1-10-3
電◯098-865-5255
Ⓕ098-868-6065

　　　①25,000円　② 35,000円
　　　③50,000円　④100,000円

Ⓢ

http://okinawashiminkaikan.com
http://koza-ashibina.com/
http://www.palette-kumoji.co.jp/naha/gekijo/
http://sugarhall.jp



