Madame Tussauds TOKYO
マダ ム ・ タ ッ ソ ー 東京

The entire facility is available exclusively for private events such as incentive trip events and award ceremonies,
complete with a cast of life-size figures of superstars from all over the world that you may have always wanted
to meet. Feel free to take get right up close, and of course take photos of you with your favorite celebrities.
Participants can enjoy an intimate setting while having fun!
等身大の世界のスーパースター達のフィギュアが勢揃いのマダム・タッソー東京。全エリアを貸切でイベントや表彰式などにご利用
いただけます。体験型アトラクション施設で、楽しみながら参加者同士の交流を深めることができます。

98

Music

Sports

Authentic History

Leaders

Entrance
▶
入口

History & Culture

Red Carpet

DECKS Tokyo Beach ISLAND MALL 3F,
1-6-1 Daiba, Minato-ku,
Tokyo 135-0091 JAPAN
https://www.madametussauds.jp/en/
Contact: Merlin Entertainments Japan Limited
E-mail: Groupsales.Tokyo@merlinentertainments.biz
〒135-0091
東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール3階
https://www.madametussauds.jp/ja/
問合せ先：マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社
E-mail：Groupsales.Tokyo@merlinentertainments.biz

Room / Space
会場名

Private hire
館内貸切

A-List Party
(Celebrities)

Film

Size

（㎡）
面積

Seated

Standing

Hours of use

50

150

17：00 - 22：00

着席
（名）

1,600

Please inquire about detailed conditions of use.

立食
（名）

利用時間

Remarks
備考

Inquire about food/beverage
飲食応相談

Fashion

550 cars in the complex
乗用車550台の駐車スペースがあります。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。
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KidZania Tokyo
キッ ザ ニ ア 東 京

A 2/3rds actual size townscape originally created for kids to learn about work and society through hands-on
job experiences, KidZania Tokyo can be hired out exclusively for teambuilding, cocktails and a wide range of
corporate events. Nearly 100 different job experiences using real-world tools and equipment provide ample
opportunity for out-of-the-ordinary events.
実物の3分の2サイズで造られた、リアルな街並みを生かしたこどもの職業・社会体験施設を特別に大人が貸切でご利用いただけ
ます。様々な職業体験は、チームビルディングやレセプションパーティー、周年行事や社内会議の新たな企画として最適です。
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2F
Pavilion
パビリオン

Connecting
corridor
渡り廊下

Pavilion
パビリオン

Connecting
corridor
渡り廊下

1F
Pavilion
パビリオン

Central
square
中央広場

Connecting
corridor
渡り廊下

Connecting
corridor
渡り廊下

Pavilion
パビリオン

Airplane
飛行機

▲

Entrance
入口

2,200 cars, 25 buses, 27 spaces for
persons with disabilities in the complex

URBAN DOCK Lalaport TOYOSU 1, 2-4-9
Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-8614 JAPAN
http://www.kidzania.jp/tokyo/en/
Contact: Sales Dept., KidZania Japan
Headquarters,
KCJ GROUP INC.
FAX: +81-3-3533-2652
E-mail: info@kidzania.jp

〒135-8614
東京都江東区豊洲2-4-9
アーバンドック ららぽーと豊洲１
http://www.kidzania.jp/tokyo/
問合せ先：KCJ GROUP株式会社
「キッザニア東京」事業部 営業部
TEL：0570-06-4646
FAX：03-3533-2652
E-mail：info@kidzania.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

乗用車2,200台、バス25台、障害者等用27台の
駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Private hire
館内貸切

Size

（㎡）
面積

6,000

Seated

Standing

Hours of use

—

1,200

16:00 - 21:00

着席
（名）

立食
（名）

利用時間

Please inquire about detailed conditions of use.
利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。

101

Hanayashiki
浅草 花 や し き

Located in Asakusa, Tokyo, Hanayashiki is the oldest amusement park in Japan. The venue can be rented out
exclusively for intimate evening events where guests can enjoy Japan’s oldest working rollercoaster, which is
illuminated at night. With an indoor stage and a diverse array of interesting spaces, Hanayashiki would make
the perfect night out for groups looking to enjoy a taste of Japanese nostalgia through Tokyo’s retro architecture.
歴史ある遊園地でライトアップされたレトロなローラーコースターを楽しみながらの夜間イベントが開催できます。園内のステージ
や大小様々な施設を使い、コンサートやパーティーなど多種多様なイベントにご活用ください。
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2-28-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032 JAPAN
https://www.hanayashiki.net/en
Contact: Tokyo Unique Venues
TEL: +81-3-5579-8870
E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp
〒111-0032
東京都台東区浅草2-28-1
浅草花やしき https://www.hanayashiki.net/
浅草花劇場 https://hanayashiki-kagekijo.com/
（遊園地貸切）
問合せ先：遊園地事業部 遊園地チーム 園貸切担当
HP：https://www.hanayashiki.net/rental
TEL：03-3842-8780
（浅草花劇場）
問合せ先：未来事業部 芸能チーム 浅草花劇場担当
HP：https://hanayashiki-kagekijo.com/
TEL：03-6802-8780

▲

Asakusa Kagekijo Hall
浅草花劇場

▲

Asakusa Gate
浅草門

Shounkaku Gate
笑運閣ゲート

Pay parking nearby

Accessible restroom

近隣の有料駐車場をご利用ください。

多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Asakusa Kagekijo Hall
浅草花劇場

Entire venue (private hire)
園内貸切

Floor
階

Size

（㎡）
面積

Seated

Standing
200

9:00 - 22:00

1,000

18:30 - 21:00

着席
（名）

2-4

300

120

—

5,700

—

立食
（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Outdoors
屋外

Please inquire about detailed conditions of use.
利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。
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