




Welcome!
With its mesmerizing mix of past and future, Tokyo fascinates with its 
traditional culture and unbridled passion for state-of-the-art technology. 
Tokyo has everything you can ask of a city. It’s overflowing with 
unique historic and cultural venues, like museums, temples, shrines and 
Japanese gardens. There are also modern venues like skyscrapers or 
theme parks that are picture perfect for any meeting, convention, event 
or party. Look no further than the endlessly fascinating, unforgettable 
city that is Tokyo.

歴史と伝統のある建物や芸術文化に触れることのできる施設などで、会議やイベント、レセプション等を特別感を演出しなが

ら開催できる会場をユニークベニューといいます。東京には、東京都が持つ11の施設に加え、美術館や庭園、神社仏閣、

テーマパークなど、多彩な魅力を体験できる施設が揃っています。これらの施設をユニークベニューとしてご利用いただくこと

で、皆様の思い出に残る特別な時間と感動を提供します。



Tokyo Metropolitan Facilities　都立施設 Other Facilities　民間等施設

◆ Japanese Gardens　庭園
1  Hama-rikyu Gardens　浜離宮恩賜庭園 P2

2  Kiyosumi Gardens　清澄庭園 P6

◆ Museums　美術館・博物館
3   Tokyo Metropolitan Teien Art Museum 

東京都庭園美術館 P10

4  Tokyo Metropolitan Art Museum　東京都美術館 P14

5   Tokyo Photographic Art Museum　 
東京都写真美術館 P18

6   Edo-Tokyo Museum　東京都江戸東京博物館 P22

7   Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum 
江戸東京たてもの園 P26

8   Museum of Contemporary Art Tokyo 
東京都現代美術館 P30

◆ Aquarium　水族館
9  Tokyo Sea Life Park　葛西臨海水族園 P34

◆ Important Cultural Property (Building)　
重要文化財 （建造物）
10  Former Residence of the Maeda Family 

旧前田家本邸洋館 P38

◆ Observatory　展望台
11   Tokyo Metropolitan Government No.1 

Building Observatory 
東京都庁 45階展望室 P42

◆ Museums　美術館・博物館
12   The Sumida Hokusai Museum　すみだ北斎美術館 P44
13  The Ueno Royal Museum　上野の森美術館 P46
14  The Japanese Sword Museum　刀剣博物館 P48
15  Yamatane Museum of Art　山種美術館 P50
16   JP Tower Museum INTERMEDIATHEQUE　 

ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」 P52
17  Suntory Museum of Art　サントリー美術館 P54

◆ Hall & Theaters　ホール・劇場
18  SUNTORY HALL　サントリーホール P56
19  Kanze Noh Theater　観世能楽堂 P58
20 Hosho Noh Theater　宝生能楽堂 P60

◆ Temples & Shrines　神社仏閣
21 Nogi-jinja Shrine　乃木神社 P62
22 Ikegami Honmonji Temple　池上本門寺 P64
23 Eko-in Temple　回向院 P66
24 Jindaiji Temple　深大寺 P68
25 Kanda Myoujin Shrine　神田明神 P70
26 Daikyoji Temple　題経寺（柴又帝釈天） P72

◆ Shopping Street　商店街
27  Temple Street in Shibamata　 

柴又帝釈天門前参道商店街神明会 P74

◆ Outdoor Spaces　屋外空間
28 Fukutoku Garden　福徳の森 P76
29  Roppongi Hills Arena and Mohri Garden　 

六本木ヒルズアリーナ・毛利庭園 P78
30  Toranomon Hills Oval Plaza　虎ノ門ヒルズ オーバル広場 P80
31 ARK Karajan Place　アーク・カラヤン広場 P82
32 Otemachi Naka-dori Avenue　大手町仲通り P84
33 Oi Racecourse　大井競馬場（東京シティ競馬）  P86
34 BMW GROUP Tokyo Bay P88
35  Tokyo Midtown Grass Square　東京ミッドタウン芝生広場 P90
36  SHINAGAWA SEASON TERRACE　品川シーズンテラス P92
37  Machida Shibahiro Garden　町田シバヒロ P94

◆ Aquarium　水族館
38 Shinagawa Aquarium　しながわ水族館 P96

◆ Theme Parks　テーマパーク
39  Madame Tussauds TOKYO　マダム・タッソー東京 P98
40 KidZania Tokyo　キッザニア東京 P100
41 Yomiuriland　よみうりランド P102
42 Sanrio Puroland　サンリオピューロランド P104
43 TeNQ Space Museum　宇宙ミュージアムTeNQ P106
44 Hanayashiki　浅草花やしき P108

◆ Important Cultural Properties (Buildings)　  
重要文化財 （建造物）
45 Jiyugakuen Myonichikan　自由学園明日館 P110
46  Nihombashi Mitsukoshi Central Hall and 

Mitsukoshi Theater　 
日本橋三越中央ホール・三越劇場 P112

◆ Observatories　展望台
47  TOKYO SKYTREE TOWN® 

東京スカイツリータウン® P114
48  Tokyo Tower　東京タワー P116
49  Sky Circus Sunshine 60 Observatory　 

SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 P118
50  Telecom Center Building Observatory  

and Atrium　 
テレコムセンター展望台・アトリウム（テレコムアリーナ） P120

◆ Galleries & Event Spaces　
ギャラリー・イベントスペース等
51  3×3 Lab Future P122
52 Warehouse TERRADA　寺田倉庫 P124
53 Tokyu Plaza Ginza　東急プラザ銀座 P126
54  Forum, Fuji TV Building　フジテレビジョン「フォーラム」 P128
55 Kadokawa Daiei Studio　角川大映スタジオ P130
56  Asahi Group Headquarters Building　 

アサヒグループ本社ビル P132
57 Art Factory Jonan-jima　ART FACTORY 城南島 P134
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Hama-rikyu Gardens
浜離宮恩賜庭園
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Hama-rikyu Gardens is a famous historic Japanese garden built 
in the Edo period (1603-1867) that belonged to the Tokugawa 
Shogunate. The beauty of the gardens changes with the seasons, 
and the contrast between traditional Japanese beauty and the 
skyscrapers of the city makes this garden a unique space only to 
be found in Tokyo. There are two tea houses where you and your 
guests can relax and enjoy the stunning views of the extensive 
gardens. Easy access to international conference venues and 
hotels within Tokyo is an added bonus.

徳川将軍家ゆかりの浜離宮恩賜庭園は、四季折々の美しい景観や、伝統美と都

心高層ビルとの対比が東京ならではの空間です。眺めのよい茶屋もある歴史あ

る庭園で、特別な時間をお過ごしください。

Hama-rikyu Gardens
浜離宮恩賜庭園
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Water bus Boarding Area
水上バス発着場

Front of Sambyakunen-no-matsu
(Old Pine)
三百年の松前

Kaboku-en Rest Facility
花木園休憩所

Matsu-no-ochaya
松の御茶屋

Shioiri-no-ike Pond
潮入の池

Tokyo Bay
東京湾

Nakajima-no-ochaya
中島の御茶屋

Hobai-tei
芳梅亭

Naka-no-gomon Gate
中の御門

　　▶　　 

Otemon Gate
大手門
　　▶

Uchibori
Open Space
内堀広場

Yagai-taku
Open Space
野外卓広場

The grass of the bottom 
of Fujimi Yama
富士見山下の草地

Room / Space
主な施設

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

The entire facility
全施設利用 — — — 6,000,000 17:30 - 21:30

Chartering the entire facility, or leasing just one of the facilities is 
available for the price of JPY 6 million. The garden also provides a 

special rate of JPY 3.5 million to lease out the following five facilities, or 
just one of the five facilities of Nakajima-no-ochaya, Matsu-no-ochaya, 
Hobai-tei, Kaboku-en Rest Facility, The grass at the bottom of Fujimi 

Yama. Please refer to the details and prices below. 
すべての施設を一括で利用する場合、一施設のみ利用する場合とも6,000,000円。ただし、
中島の御茶屋、松の御茶屋、芳梅亭、花木園休憩所、富士見山下の草地に関しては、5ヶ所一括

利用の場合、一施設のみ利用の場合ともに3,500,000円。※スペックは下記参照

Front of Sambyakunen-no-
matsu(Old Pine)
三百年の松前

1,000 250 500 17:30 - 21:30 Outdoors
屋外

Uchibori Open Space
内堀広場 2,000 500 1,000 17:30 - 21:30 Outdoors

屋外

Yagai-taku Open Space
野外卓広場 2,000 500 1,000 17:30 - 21:30 Outdoors

屋外

Nakajima-no-ochaya, Matsu-no-
ochaya, Hobai-tei, Kaboku-en 
Rest Facility, The grass at the 
bottom of Fujimi Yama
中島の御茶屋、松の御茶屋、芳梅亭、
花木園休憩所、富士見山下の草地

— — — 3,600,000 17:30 - 21:30

Leasing all of the five facilities, or just one of the facilities is available for 
the price of JPY 3.5 million. Please refer to the details and prices below. 

左記の5ヶ所を一括利用する場合、
一施設のみ利用の場合ともに3,500,000円。

※スペックは下記参照

Nakajima-no-ochaya
中島の御茶屋 400 20 30 17:30 - 21:30 Teahouse surrounded by  

the pond

Matsu-no-ochaya
松の御茶屋 60 20 — 17:30 - 21:30 Teahouse by the pond

Hobai-tei
芳梅亭 65 25 — 17:30 - 21:30 Japanese style meeting  

rooms

Kaboku-en Rest Facility
花木園休憩所 100 30 — 17:30 - 21:30 Outdoor wooden pavilion

屋外/屋根あり

The grass at the bottom of Fujimi 
Yama
富士見山下の草地

1,000 250 500 17:30 - 21:30 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。

1-1 Hamarikyu-teien, Chuo-ku, Tokyo 104-0046 JAPAN
https://www.tokyo-park.or.jp/teien/en/hama-rikyu/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒104-0046
東京都中央区浜離宮庭園1-1
https://www.tokyo-park.or.jp/teien/contents/index028.html
問合せ先： 公益財団法人東京都公園協会 

公園事業部文化財庭園課
　TEL：03-3232-3018
　E-mail：bunkazaiteient@tokyo-park.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

20 parking spaces for cars available at Otemon Gate after 17:00
閉園後は大手門のスペースに乗用車20台程度の駐車が可能です。
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Kiyosumi GardensKiyosumi Gardens
清澄庭園清澄庭園
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Comprising a large pond and manmade hills with valuable rocks 
collected from all across Japan, Kiyosumi Gardens is a superb 
example of a strolling garden from the Meiji period (1868-1912). 
Enjoy a splendid meal in the Taisho Kinenkan, which affords 
magnificent views over the gardens. Before dinner, welcome 
drinks are served in the garden in front of the Taisho Kinenkan, 
where you can inspect some of the gardens’ most exquisite garden 
rocks. Or enjoy the feeling of floating on water at the Ryotei 
lodge, which is built partially overhanging the pond.

大泉水の周囲に築山や日本全国の名石を配した回遊式庭園。大正記念館と、そ

の前面に広がる芝生ではガーデンパーティーが楽しめます。また、池を臨む涼

亭では、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

Kiyosumi Gardens
清澄庭園
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Main hall
集会室

Front garden
前庭

Stage
ステージ

Waiting room
(Japanese style)

控室
（和室）

Entrance ▶ 入口

Terrace
テラス

Taisho Kinenkan Hall
大正記念館

Terrace
縁側

Japanese style room
和室

Ryotei Lodge
涼亭

▲
Entrance

入口

3-3-9 Kiyosumi, Koto-ku, Tokyo 135-0024 JAPAN
https://www.tokyo-park.or.jp/teien/en/kiyosumi/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0024
東京都江東区清澄3-3-9
https://www.tokyo-park.or.jp/teien/contents/index033.html
問合せ先： 公益財団法人東京都公園協会 

公園事業部文化財庭園課
　TEL：03-3232-3018
　E-mail：bunkazaiteient@tokyo-park.or.jp

Room / Space
主な施設

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Taisho Kinenkan Hall 
大正記念館 475 90 130 See below

下部参照 17:30 - 21:30
Main hall with front garden / 
Japanese style meeting room

前庭は屋外

Ryotei Lodge
涼亭 40 30 30 See below

下部参照 17:30 - 21:30

Leasing of the Taisho Kinenkan and the Ryotei lodge is available for the price of JPY 1.5 million. 　
※施設の貸し出しは、大正記念館・涼亭2施設1,500,000円となります。
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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Ryotei Lodge
涼亭

Taisho Kinenkan Hall 
大正記念館

Front Gate
正門
▼

Large Pond
大泉水
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Tokyo Metropolitan Teien Art MuseumTokyo Metropolitan Teien Art Museum
東京都庭園美術館東京都庭園美術館
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What particularly distinguishes this museum is the beauty of its 
architecture. It was built in 1933 in what was then the newest 
architectural style as the residence of Prince and Princess 
Asaka. Built by famous craftsmen of the day, including René 
Lalique, then one of France’s leading glassmakers, the Art Deco 
style building and its interior transport you back to a different 
age. The museum was designated as an Important Cultural 
Property by the government in 2015. Reception parties can be 
held in the stunning new annex lobby, terrace and café whose 
floor to ceiling windows provide wonderful views of the garden.

旧皇族朝香宮の邸宅であった美しいアール・デコ様式の建物と内装が特徴の

東京都庭園美術館。庭園を臨むガラス張りの新館ロビー、テラス、カフェで

のレセプション・パーティーは、特別な時間をお約束します。

Tokyo Metropolitan 
Teien Art Museum
東京都庭園美術館
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Annex
新館

Café   カフェ

Gallery 2
ギャラリー2

Café   カフェ

Terrace
テラス

Front Garden
前庭

EV

Lobby
ロビー

Annex 1F 新館

Main Building
本館（旧朝香宮邸）

▲ 
Main Entrance

正門

Japanese Garden
日本庭園

Lawn Garden
芝庭

Western Garden
西洋庭園 Restaurant

レストラン 

Garden Terrace
ガーデンテラス

Restaurant
レストラン

Restaurant
レストラン

Entrance ▶入口 　 

5-21-9 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-0071 JAPAN
https://www.teien-art-museum.ne.jp/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒108-0071
東京都港区白金台5-21-9
https://www.teien-art-museum.ne.jp/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Restaurant
レストラン 108 44 80 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Garden Terrace
ガーデンテラス 152 32 50

In the case of hiring out Garden Terrace 
300,000

2,000,000スペースのみ300,000

Inquire
応相談

Outdoors
屋外

Western Garden
西洋庭園 — — —

In the case of hiring out Garden Terrace 
and Western Garden 1,000,000
2,000,000スペースのみ1,000,000

After hours*
開館時間外

Outdoors
屋外

Gallery 2
ギャラリー2 132 — — 2,000,000 After hours*

開館時間外
Inquire

利用に関しては応相談

Annex Lobby, Terrace, Front Garden
新館ロビー、テラス、前庭 — — 50 After hours*

開館時間外
After hours*

開館時間外
Terrace and front garden outdoors

テラス部分および前庭は屋外

Lawn Garden, Japanese Garden
芝庭、日本庭園 — — — 2,000,000 After hours*

開館時間外
Inquire

利用に関しては応相談

Café
カフェ

Indoors
屋内 33 22

30 After hours*
開館時間外

After hours*
開館時間外Outdoors

屋外 42 12

Please inquire about detailed conditions of use. *All day on some regular closing days
利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。

7 cars, 5 bus, 1 space for persons with disabilities
乗用車7台、バス5台、障害者等に対応した1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。
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Tokyo Metropolitan Art Museum Tokyo Metropolitan Art Museum 
東京都美術館東京都美術館
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Established in the midst of the verdant greenery of Ueno Park as 
Japan’s first public fine arts museum, people of all generations 
have come to enjoy great art. Designed by Kunio Mayekawa, a 
Japanese master of modern architecture, when lit up at night the 
museum building looks magical in its park setting. The museum 
can accommodate around 200 guests for such events as award 
ceremonies in the auditorium or parties in the restaurant.

緑豊かな上野恩賜公園で、幅広い世代にアートに触れる楽しみを届け続けてい

る美術館。モダニズム建築の建物がライトアップされ、神秘的な雰囲気を醸し

出します。講堂での発表会や授賞式、レストランでのパーティーなどにご利用

いただけます。

Tokyo Metropolitan Art 
Museum
東京都美術館
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8-36 Ueno-Park, Taito-ku, Tokyo 110-0007 JAPAN
https://www.tobikan.jp/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒110-0007
東京都台東区上野公園8-36
https://www.tobikan.jp
東京都美術館に関する問合せ先：東京都美術館
　TEL：03-3823-6921
都立美術館・博物館に関する問合せ先： 公益財団法人 東京都歴史文化財団
　TEL：03-6256-8853

EV

EV

EV

EV
EV
EV

EV

2F
Restaurant
レストラン

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV EV
EV

EV

LBF
(B1F)

Entrance
正面エント 

ランス Auditorium
講堂

▲

EV

EV

EV

EV
EV
EV

EV

EV

EV

Café
カフェ

1F

Art Lounge
アートラウンジ

Restaurant
レストラン 

Inner Court
中庭 　　

South Entrance
南口

▲ Main Gate

▲ 

正門

Esplanade
エスプラ
ナード

Room / Space
会場名

Floor  
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Esplanade
エスプラナード 1 1,080 150 200 2,000,000 After hours*

開館時間外
Outdoors

屋外

Inner Court
中庭 LBF (B1F) 450 80 150 2,000,000 After hours*

開館時間外
Outdoors

屋外

Art Lounge
アートラウンジ 1 391 52 — 2,000,000 After hours*

開館時間外

Inquire about ｆood/ｂeverage 
and layout

飲食不可・レイアウト変更応相談

Auditorium
講堂 LBF (B1F) 284 225+5 seats for wheelchair

225＋車椅子スペース5 — +35,000 After hours*
開館時間外

Food/Beverage not permitted
飲食不可

1F Restaurant
1階レストラン 1 249 70 100 Inquire

応相談
After hours*

開館時間外

2F Restaurant
2階レストラン 2 481 200 300 Inquire

応相談
After hours*

開館時間外

Café
カフェ 1 103 50 50 Inquire

応相談
After hours*

開館時間外

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

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
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Tokyo Photographic Art Museum 
東京都写真美術館
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Tokyo Photographic Art Museum 
東京都写真美術館
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After reopening in 2016 following extensive renovations, this is 
one of the few museums around the world dedicated to 
photographic art and moving images. The museum has earned 
acclaim in Japan and overseas for the artistry and cultural 
sophistication of its exhibitions and film-screenings, always with 
a global scope. A party in the second-floor lobby can be 
combined with a private viewing of the exhibitions which push 
the envelope of photography, for a truly special event.

写真と映像の専門美術館。国際的な視野に立って企画した、芸術性、文化性

の高い展覧会や上映会は、国内外で高い評価を受けています。展覧会の特別

鑑賞と、ロビーでのパーティーを組み合わせたイベントなどにご利用いただ

けます。

Tokyo Photographic Art 
Museum 
東京都写真美術館
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EVEV

1F

2F
Gallery

ギャラリー ◀ South Entrance 
 南口

Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku, 
Tokyo 153-0062 JAPAN
https://topmuseum.jp/e/contents/index.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒153-0062
東京都目黒区三田1-13-3（恵比寿ガーデンプレイス内）
https://topmuseum.jp/
東京都写真美術館に関する問合せ先：
東京都写真美術館
　TEL：03-3280-0031
都立美術館・博物館に関する問合せ先： 
公益財団法人 東京都歴史文化財団
　TEL：03-6256-8853

Lobby
ロビー

Cafe
カフェ

Room / Space
会場名

Floor  
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Lobby
ロビー 2 90 — 80 2,000,000 After hours*

開館時間外

Café
カフェ 1 — 40 — Inquire

応相談
After hours*

開館時間外

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

Pay parking nearby
近隣の有料駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
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1-4-1 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 JAPAN
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en/
Contact : Tokyo Unique Venues
    　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail : tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0015
東京都墨田区横網1-4-1
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
    　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Edo-Tokyo MuseumEdo-Tokyo Museum
東京都江戸東京博物館東京都江戸東京博物館

Located next to the Ryogoku Kokugikan Sumo Stadium, the Edo-Tokyo Museum provides a snapshot of the history and culture of the city from the 1600s to today. 
Visitors are enthralled by the museum’s abundant historical items, while the 9,000 square meter permanent exhibition area also offers lots more to see. Life-size and 
scale models help visitors understand life in Edo-Tokyo, making this venue ideal for one-of-a-kind events where participants can mingle while enjoying the historical 
exhibitions.

両国国技館に隣接する東京都江戸東京博物館は、江戸東京の歴史と文化を伝える実物資料、大型模型や緻密な縮尺模型が楽しめる歴史ミュージアム。まるで当時にタイムスリップしたかのように、

江戸東京の雰囲気を身近に感じられます。

Room / Space
会場名

Floor  
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Main Hall 
大ホール 1 601 400 － After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted 

飲食不可

Small Hall 
小ホール 1 217 135 － After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted 

飲食不可

Conference Room 
会議室 1 315 － 130 After hours*

開館時間外

Lecture Room 1 
学習室 1 1 100 － 60 After hours*

開館時間外

Lecture Room 2 
学習室 2 1 79 － 50 After hours*

開館時間外

Special Exhibition Area 
特別展示室 1 1,006 － － After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted 

飲食不可

Permanent Exhibition Area 
常設展示室 5, 6 8,934 － － After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted 

飲食不可

Café
カフェ 1 63 36 40 After hours*

開館時間外

The venue will be closed from April 1, 2022 to the end of the FY2025, for major renovations.
※大規模改修工事のため、令和4年4月1日～令和7年度中（予定）休館
Please inquire about detailed conditions of use. *All day on regular closing days
利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

30 buses
バス30台の駐車スペースがあります。
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EVEV

EV
EV
EVEV

EV

5F

6F

EV EV

EV

EVEV

Permanent Exhibition Area
常設展示室

Entrance 
入口

▲

1F

Lecture
Room1
学習室1

Lecture
Room2
学習室2

Small Hall
小ホール

Special Exhibition Area
特別展示室

Café
カフェ

Main Hall
大ホール

Conference
Room
会議室

Entrance
入口

Entrance Hall
エントランスホール

▲

EV
EV

7F

EV

Feature Exhibition Area
企画展示室

Edo Zone
江戸ゾーン

Tokyo Zone
東京ゾーン

Permanent Exhibition Area
常設展示室
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Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
江戸東京たてもの園
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Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum
江戸東京たてもの園
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This open-air museum is home to historically and culturally 
valuable buildings dating from the early Edo to early Showa eras 
(1650s-1950s), that have been relocated to and rebuilt here at the 
museum. You can slip back through time to experience the daily 
life of old Tokyo and connect more deeply with Japanese culture. 
Enjoy a quiet, refined interlude for a relaxed conversation at the 
vintage café in the House of Georg de Lalande, a Western-style 
building from the Meiji era (1868-1912).

江戸時代初期から昭和中期の歴史的、文化的価値の高い建造物を移築し、復元し

た野外博物館。江戸・東京の暮らしを体感できます。明治時代の洋館デ・ララン

デ邸内のカフェでのパーティーでは、上質な時間をお楽しみいただけます。

Edo-Tokyo Open Air 
Architectural Museum
江戸東京たてもの園
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▲ Front entrance 
　正面出入口

Terrace
テラス

Guest
room
応接室

Hall
ホール

Dining room
食堂

Living room
居間

EV

House of Georg 
de Lalande  　　 1F
デ・ラランデ邸

Entrance ▶玄関 　 

House of Georg de Lalande
デ・ラランデ邸

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

House of Georg de Lalande
デ・ラランデ邸 1 236 60 70 1,500,000 Regular closing days

休園日
Terrace area outdoors

テラス部分は屋外

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。

3-7-1 Sakura-cho (Metropolitan Koganei Park), Koganei-shi, Tokyo 184-0005 JAPAN
https://www.tatemonoen.jp/english
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒184-0005
東京都小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）
https://tatemonoen.jp/
江戸東京たてもの園に関する問合せ先：江戸東京たてもの園
　TEL：042-388-3300
都立美術館・博物館に関する問合せ先：公益財団法人 東京都歴史文化財団
　TEL：03-6256-8853

Pay parking nearby
都立小金井公園内の有料駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

29



Museum of Contemporary Art Tokyo
東京都現代美術館
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Popular among modern art enthusiasts from Japan and around 
the world, the Museum of Contemporary Art Tokyo has recently 
reopened following renovations. Planned exhibitions showcasing 
a large variety of artifacts allow visitors to experience constantly 
evolving contemporary art first-hand. The venue is perfect for 
presentations, awards ceremonies or parties. It includes an 
auditorium with space for 200 people, a striking entrance hall 
and a courtyard. With so much to see, the Museum of 
Contemporary Art Tokyo is sure to give an air of sophistication 
to any event. 

現代アート愛好家に人気の東京都現代美術館がリニューアルオープン。特徴

的な意匠が美しいエントランスホールは、光あふれる開放的な空間です。商

品発表会や大型のパーティーなど様々なイベントを開催いただけます。

Museum of 
Contemporary Art 
Tokyo 
東京都現代美術館
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B11F

B2

Auditorium
講堂

Entrance Hall
エントランスホール

Courtyard
中庭

Restaurant
レストラン

Water and Stone Promenade
水と石のプロムナード

Training Room 1
研修室 1

Training Room 2
研修室 2 Sunken

Garden
サンクン
ガーデン

EV

EV

Entrance
入口 ▶

B11F

B2

Auditorium
講堂

Entrance Hall
エントランスホール

Courtyard
中庭

Restaurant
レストラン

Water and Stone Promenade
水と石のプロムナード

Training Room 1
研修室 1

Training Room 2
研修室 2 Sunken

Garden
サンクン
ガーデン

EV

EV

Entrance
入口 ▶

B11F

B2

Auditorium
講堂

Entrance Hall
エントランスホール

Courtyard
中庭

Restaurant
レストラン

Water and Stone Promenade
水と石のプロムナード

Training Room 1
研修室 1

Training Room 2
研修室 2 Sunken

Garden
サンクン
ガーデン

EV

EV

Entrance
入口 ▶

100 cars, 5 spaces for persons with disabilities
乗用車100台、障害者等用5台の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated

着席(名）
Standing
立食(名)

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Entrance Hall
エントランスホール   1 1,582 500 800 2,000,000 After hours

開館時間外

Sunken Garden （B2F area）
サンクンガーデン （地下2階部分） B2 1,050 400 600 2,000,000 After hours

開館時間外
Outdoors

屋外

Water and Stone Promenade
水と石のプロムナード B1 690 — 300 2,000,000 After hours

開館時間外
Outdoors

屋外

Courtyard
中庭   1 366 — 150 2,000,000 After hours

開館時間外
Outdoors

屋外

Auditorium
講堂 B2 79 200 — 35,000 After hours

開館時間外
Food/Beverage not permitted

飲食不可

Training Room 1
研修室 1 B2 72 — — 7,000 After hours

開館時間外
Food/Beverage not permitted

飲食不可

Training Room 2
研修室 2 B2 83 — — 7,000 After hours

開館時間外
Food/Beverage not permitted

飲食不可

Restaurant
レストラン B1 415 105 260 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Café
カフェ   2 200   45 130 Inquire

応相談
Inquire
応相談

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。

〒135-0022
東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）
http://www.mot-art-museum.jp/
東京都現代美術館に関する問合せ先：
東京都現代美術館 管理課管理係
　TEL：03-5245-4111
都立美術館・博物館に関する問合せ先： 
公益財団法人 東京都歴史文化財団
　TEL：03-6256-8853

4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo 135-0022 JAPAN
http://www.mot-art-museum.jp/eng/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
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Tokyo Sea Life Park
葛西臨海水族園
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This aquatic park has over 600 species of sea animals, including 
the powerful bluefin tuna to be seen swimming in their huge 
tank. Gaze out from the huge rooftop glass dome and take in the 
breathtaking views over the expanse of Tokyo Bay, and of 
majestic Mt. Fuji in the distance. Exclusive to Tokyo Sea Life 
Park, enjoy a welcome drink in the open air on the tent deck, 
surrounded by the ocean, and observe at your leisure the huge 
variety of marine life that inhabits the seas of Tokyo from Tokyo 
Bay to the subtropical Bonin Islands.

大水槽で群泳するクロマグロをはじめ約600種の生物を展示する水族園。東京の

海にすむ魚たちを眺めながらのウェルカムドリンクと、海に囲まれた開放感あ

ふれるテントデッキでのパーティーで、特別な時間を演出いたします。

Tokyo Sea Life Park
葛西臨海水族園
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Tent Deck
テントデッキ

Auditorium
レクチャールーム

Sky Plaza
空の広場

EV

EV

Cafeteria
“Sea Wind”
レストラン

「シーウィンド」

Terrace
レストラン
テラス

1F

3F

2F

 The Glass Dome
ガラスドーム

The Seas of the World
世界の海エリア

The Sea of Tokyo
東京の海エリア

Deep Sea Theater
アクアシアター

Room / Space
主な施設

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

The Glass Dome
ガラスドーム 3 244 — 50 18:00 - 22:00

Deep Sea Theater, The Seas of the World
アクアシアター、世界の海エリア 1 990 — — 18:00 - 19:00 Food/Beverage not permitted

飲食不可

The Sea of Tokyo
東京の海エリア 1 456 — 100 18:00 - 19:00 Red wine not permitted

赤ワイン不可

Cafeteria “Sea Wind”
レストラン 「シーウィンド」 1 508 150 200 18:00 - 22:00

Sky Plaza
空の広場 3 1,333 — 200 18:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Tent Deck
テントデッキ 1 970 — 200 18:00 - 22:00 Outdoors/Red wine not permitted

屋外/赤ワイン不可

Terrace
レストランテラス 1 334 — 100 18:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Auditorium
レクチャールーム 2 144 — — 18:00 - 22:00 Food/Beverage not permitted

飲食不可

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。

6-2-3 Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo 134-8587 JAPAN
https://www.tokyo-zoo.net/english/kasai/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒134-8587
東京都江戸川区臨海町6-2-3
https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/
問合せ先： 公益財団法人東京動物園協会 水族園事業所事業課
　TEL：03-3804-1651
　E-mail：Kasai_Kanri@tzps.or.jp

Pay parking nearby
都立葛西臨海公園の有料駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
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Former Residence of the Maeda Family
旧前田家本邸洋館
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This Western-style home was built in the late 1920s by the 
Marquis Maeda to welcome guests of honor from overseas. The 
Maeda family were among the wealthiest feudal lords of Japan, 
and their legacy is well preserved here. Reception parties can be 
held on the first floor of this historic site, making the most of its 
sumptuous atmosphere and lavish furnishings.

1920年代後半に前田家16代当主が建てた旧前田家本邸洋館。外国から多くの

賓客を迎えた歴史あるこの邸宅１階の食堂、客室など４つの部屋で開催される

レセプション・パーティーには特別で非日常の時間が流れます。

Former Residence of the 
Maeda Family
旧前田家本邸洋館
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Room / Space
主な施設

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Guest Hall
大客室 1 67 20 — See below

下部参照
Refer to bottom

下部参照

Guest Room
小客室 1 30 10 — See below

下部参照
Refer to bottom

下部参照

Dining Hall
大食堂 1 61 20 — See below

下部参照
Refer to bottom

下部参照

Dining Room
小食堂 1 27 10 — See below

下部参照
Refer to bottom

下部参照

Leasing of the facility is JPY 35,235 per room (price effective during FY2023), 
available from 5:00 pm to 8:00 p.m
※施設の貸し出しは、全室35,235円（令和5年度）、利用時間は17:00-20:00となります。
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。

4-3-55 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-0041 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/11803/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒153-0041
東京都目黒区駒場4-3-55
http://www.syougai.metro.tokyo.jp/sesaku/maedatei.html
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

▲
Entrance
入口

Guest Hall
大客室

Dining Hall
大食堂

Dining
Room
 小食堂

Guest Room
小客室

EV
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Tokyo Metropolitan Government  Tokyo Metropolitan Government  
No.1 Building North ObservatoryNo.1 Building North Observatory
東京都庁 45階北展望室東京都庁 45階北展望室
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2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 
163-8001 JAPAN
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

The Tokyo Metropolitan Government Building is one of the most prominent skyscrapers in  
the Shinjuku area, one of the most bustling areas in Tokyo. The building’s 45th-floor observation  
deck can be hired out for many kinds of events such as private receptions or exhibitions.  
The panoramic night view from the observation deck encompasses Tokyo Tower, TOKYO 
SKYTREE® and even Tokyo Bay far off in the distance. The ceilings soar towards the heavens,  
and it’s the perfect place to feel the pulse of this great city.

東京・新宿のランドマーク「東京都庁」の第一本庁舎45階北展望室で貸切パーティーはいかがでしょうか？  

窓の外には、東京タワーや東京スカイツリーⓇなど華やかな夜景が広がり、大都市・東京を体感していただくのに最適です。

EV EV

North
Observatory
北展望室

Room / Space
主な施設

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Tokyo Metropolitan 
Government No.1 Building 
North Observatory
東京都庁 45階北展望室

（第一本庁舎）

45 800 100 500 Inquire
応相談 17:30 - 23:00

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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Having excellent access all across Japan, the Tokyo International Cruise Terminal is a central hub for traveling in 
Japan and a gateway to exciting sightseeing experiences for visitors from around the world. Opened in 2020 within 
the Port of Tokyo, the terminal became the new marine gateway of Tokyo with a four-story building with a vast floor 
area of approximately 19,000 square meters that is capable of accommodating even the world’s largest cruise ships.
The terminal not only features conference rooms and VIP suites, but because most all fixtures are movable, flexible 
arrangements depending on the event are made possible. Enjoy a variety of events including international conferences 
using the 3,000 square meter multipurpose area overlooking Tokyo Bay, or a reception on the outdoor deck.

日本全国へ抜群のアクセスを誇り、日本観光の拠点として世界中のお客様にワクワクする体験を提供する東京国際クルーズターミナル。東京湾に2020

年にオープンし、延床面積約19,000㎡の4階建てで、世界最大のクルーズ客船にも対応可能な東京の新たな海の玄関口です。

会議室やVIPルームを備えているほか、ほとんどの什器が可動式であるため、イベントに応じて柔軟な形式での利用が可能です。東京湾を望む3,000

㎡の多目的エリアを使った国際会議や、屋外デッキでのレセプションなど、多様なイベントをお楽しみください。

Tokyo International Cruise Terminal Tokyo International Cruise Terminal 
東京国際クルーズターミナル東京国際クルーズターミナル
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2F

3F

4F

2F

3F

4F

2F

3F

4F

2-chome Aomi Chisaki, Koto-ku, Tokyo 135-0064
https://www.tptc.co.jp/terminal/guide/cruise
Contact：Tokyo Unique Venues
 TEL：+81-3-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0064　東京都江東区青海二丁目地先
https://www.tptc.co.jp/terminal/guide/cruise
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口
             （東京観光財団内）
 TEL：03-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Multi-purpose Area
多目的エリア 2 3,000 720 1,500 400,000～ Inquire

応相談

Multi-purpose Area
多目的エリア 3 3,000 720 1,500 400,000～ Inquire

応相談

Conference Room
会議室 4 214 Inquire

応相談
Inquire
応相談 5,000～ Inquire

応相談
Dividing the room is permitted

分割可

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。

24 cars, 8 full-size buses, spaces for persons with disabilities
乗用車24台、大型バス8台、障害者等用の駐車スペースあり。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

3F

4F

2F

EV

EV

EV

Multi-purpose Area
多目的エリア

Multi-purpose Area
多目的エリア

Conference Room
会議室
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Yumenoshima Park Archery Field, which was a venue for archery qualifying rounds during the Tokyo 2020 
Olympic and Paralympic Games, is now available for use as one of the unique venues. In addition to using the 
facility for sporting activities (e.g., archery and flying disks), the facility is now open to negotiation for 
shooting commercials and holding various events. Moreover, demonstrations to experience archery through 
classes and trial shooting after a brief lecture are also available. Please consider a special opportunity to 
experience this one-of-a-kind legacy facility of the Tokyo 2020 Games.

東京2020大会時には、アーチェリー（オリンピック・パラリンピック）の予選会場として使われた施設を、ユニークベニューとして

活用いただけることになりました。アーチェリーやフライングディスク等のスポーツ競技の他、CMやイベント等での撮影もご相談可

能です。また、アーチェリーの体験教室を通じてアーチェリー体験者のデモンストレーションや簡単なレクチャー後の試射体験等も

ご利用いただけます。東京2020大会レガシー施設での特別な体験をぜひご検討ください。

Yumenoshima Park Archery FieldYumenoshima Park Archery Field
夢の島アーチェリー場夢の島アーチェリー場
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2-1-4,Yumenoshima, Koto-ku, TOKYO ,
136-0081 JAPAN
https://www.yumenoshima.jp/archery/ (in Japanese）
Contact : Yumenoshima Park Office
　　TEL：+81-3-3522-0281
　E-mail：yaf@yumenoshima.jp

〒136-0081江東区夢の島2-1-4
https://www.yumenoshima.jp/archery/
問合せ先：夢の島公園管理事務所（植物館内）
　   TEL：03-3522-0281
　E-mail：yaf@yumenoshima.jp

Please use the parking lot of Yumenoshima Park.
夢の島公園の駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Multipurpose open lawn 
(for archery use, no admission charged)
多目的広場(アーチェリー利用）（入場料なし）

18,000 — — 5,110/1H
5,110/1H 9:00 - 17:00

Outdoors. Consult for usage 
afterhours.

屋外。時間外利用は応相談

Multipurpose open lawn 
(for archery use, admission charged)
多目的広場(アーチェリー利用）（入場料あり）

18,000 — — 10,215/1H
10,215/1H 9:00 - 17:00

Outdoors. Consult for usage 
afterhours.

屋外。時間外利用は応相談

Multipurpose open lawn
 (used for stage entertainment stage)
多目的広場（興行使用）

1 — — 68/1Day
68/日 9:00 - 17:00

Outdoors. Consult for usage 
afterhours.

屋外。時間外利用は応相談

Multipurpose plaza (other use)
多目的広場（その他の使用） 1 — — 34/1Day

34/日 9:00 - 17:00
Outdoors. Consult for usage 

afterhours.
屋外。時間外利用は応相談

Storage
倉庫 1 — — 17/1Day

17/日 9:00 - 17:00
Outdoors. Consult for usage 

afterhours.
屋外。時間外利用は応相談

Signboard, horizontal banner, hanging 
banner, display stand
看板、横断幕、懸垂幕又は展示台

1 — — 3,200/1Day
3,200/日 9:00 - 17:00

Outdoors. Consult for usage 
afterhours.

屋外。時間外利用は応相談

Archery: Timer display panel and 
operation panel 
アーチェリー　タイマー表示盤・操作盤

— — — 500/1Day
500/日 9:00 - 17:00

Outdoors. Consult for usage 
afterhours.

屋外。時間外利用は応相談

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。

Multipurpose open lawn
多目的広場

StorageStorage
倉庫倉庫
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The Sea Forest Waterway is a world-class water sports venue developed for the rowing and canoeing competitions of 
the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, utilizing the East-West Channel of the Central Breakwater in 
Tokyo Bay. The entire 67-hectare or 165.5-acre site (including water surface) is equipped with a regatta course, eight 
large and small conference rooms, approximately 2,000 spectator seats, lodging rooms, and a parking lot that can 
accommodate up to 900 vehicles. The facility can be used not only for competitions, but also for large-scale events 
utilizing the entire premises.

海の森水上競技場は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のボート、カヌー会場として、中央防波堤東西水路を活用して整備さ

れた国際水準の水上競技場です。67ha(水面含む)の広大な敷地・大小の会議室が8つ、観客席約2000席、宿泊室、最大900台が収容可能な駐車

場などを備えており、競技利用だけでなく、会場全体を活用した大規模なイベント等でも施設を利用できます。

Sea Forest WaterwaySea Forest Waterway
海の森水上競技場海の森水上競技場
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Boat House Building 
Meeting Room
艇庫棟会議室

2 207 80（Classroom style）
80（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Boat House Building 
Dining Hall
艇庫棟食堂

2 300 144 — — 09:00 - 17:00
After hours 

inquiries
時間外利用は応相談

Boat House Building 
Rooftop Garden
艇庫棟屋上庭園

3 788 — — — 09:00 - 17:00
After hours 

inquiries
時間外利用は応相談

Finish Tower Building 
Meeting Room 1
フィニッシュタワー棟
第一会議室

1 84 30（Classroom style）
30（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Finish Tower Building 
Meeting Room 2
フィニッシュタワー棟
第二会議室

2 84 30（Classroom style）
30（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Finish Tower Building 
Meeting Room 3
フィニッシュタワー棟
第三会議室

3 84 20（Classroom style）
20（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Grandstand Building 
Meeting Room 1
グランドスタンド棟　第一会議室

1 51 16（Classroom style）
16（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Grandstand Building 
Meeting Room 2
グランドスタンド棟　第二会議室

1 46 16（Classroom style）
16（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Grandstand Building 
Meeting Room 3
グランドスタンド棟　第三会議室

1 42 16（Classroom style）
16（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Grandstand Building 
Meeting Room 4
グランドスタンド棟　第四会議室

2 207 100（Classroom style）
100（クラスルーム形式） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

Grandstand Building 
Lounge
グランドスタンド棟ラウンジ

2 206 60（12 round tables）
60（丸テーブル12卓） — — 09:00 - 17:00

After hours 
inquiries

時間外利用は応相談

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

75cars and 5 parking spaces for persons with disabilities
乗用車75台、障害者等用の駐車スペースが5台あります。

〒135-0066　東京都江東区海の森3-6-44
https://www.uminomori.tokyo/
問合せ先：カヌー・スラロームセンター
　TEL：03-3599-5420 
　FAX：03-3599-5421
E-mail：uminomori@prfj.or.jp

Rooftop Garden
屋上庭園

Boat House Building 2F艇庫棟
Dining Hall

食堂
Terrace

テラス

Grandstand Building 2Fグランドスタンド棟

EV

EV

EV

3-6-44 Uminomori,Koto-ku, Tokyo 135-0066 JAPAN
https://www.uminomori.tokyo/en/
Contact: Canoe slalom centre
　TEL：+81-3-3599-5420 
　FAX：+81-3-3599-5421　 
　E-mail: uminomori@prfj.or.jp

Lounge
ラウンジ

Meeting Room 4
第 4 会議室

Spectator Seating
観客席
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Canoe Slalom Centre was built in 2019 as Japan’s first artificial slalom course for canoeing, which was used as the 
canoe competition venue for the Tokyo 2020 Olympic Games.
While it is a full-scale water sports facility featuring a competition course of approximately 200 metres (656 ft) in 
length, the entire facility or part of the area can be used for various events and filming, in accordance with the needs 
or theme of the project.The conference room in the administration building and the second-floor terrace overlooking 
the entire course are also rentable for receptions, parties, and events that combine the water and land areas with the 
originality that only Tokyo unique venues can offer.

カヌー・スラロームセンターは、2019年に新たに整備された国内初の人工カヌースラロームコースで、東京2020オリンピック競技大会では、

カヌー競技会場として使用されました。

全長約200メートルの競技コースを備えた本格的な水上競技施設でありながら、ニーズやテーマに応じて、施設全体あるいは一部エリアを各種

イベントや撮影などにご利用いただけます。管理棟内の会議室やコース全体を見渡すことができる２階のテラス等の貸出も可能で、水上と陸

域を組み合わせたレセプションやパーティ、イベントなど、ユニークベニューならではのオリジナリティあふれる開催にご活用ください。

Canoe slalom centreCanoe slalom centre
カヌー・スラロームセンターカヌー・スラロームセンター
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Accessible restroom
多目的トイレがあります。

About 70cars and 2 parking spaces for persons with disabilities
乗用車約70台、障害者等用の駐車スペースが2台あります。

6-1-1 Rinkaicho, Edogawa-ku, Tokyo 134-0086 JAPAN
https://canoe-slalom.tokyo/
Contact : Canoe slalom centre
　  TEL：+81-3-6808-6100 
　E-mail: canoeslalom-centre.info@k-bm.co.jp

〒134-0086　東京都江戸川区臨海町6-1-1
https://canoe-slalom.tokyo/
問合せ先：カヌー・スラロームセンター
　   TEL：03-6808-6100  
　E-mail：canoeslalom-centre.info@k-bm.co.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Entire facility
施設全体 — 約58,000 — — — 09:00 - 17:00

Outdoors／food／beverage allowed
*Depends on area

屋外／飲食可※エリアによる

Meeting Room
会議室 2 121 — — — 09:00 - 17:00 Indoor／ food／beverage allowed

屋内／飲食可

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。

Entrance
入口

Entrance
入口

2F

Meeting Room
会議室

Lounge
ラウンジ

Terrace
テラス

EV

▲

▲
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The Sumida Hokusai MuseumThe Sumida Hokusai Museum
すみだ北斎美術館すみだ北斎美術館

The new Sumida Hokusai Museum opened in 2016 in Ryogoku, the birthplace and home of the famous 
ukiyo-e, Japanese woodblock print artist Katsushika Hokusai (1760-1849). Close to the Ryogoku Kokugikan 
Sumo Stadium, the museum’s contemporary architecture is striking. After viewing Hokusai’s ukiyo-e works 
in the exhibition galleries, guests can enjoy in the MARUGEN 100 reception hall.

浮世絵師・葛飾北斎が生まれ育った墨田区両国エリアにある美術館。館内で北斎作品を堪能した後は、MARUGEN 100（講座室）を

ご利用いただけます。
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〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-7-2
http://hokusai-museum.jp/
問合せ先：�ユニークベニューワンストップ�

総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

2-7-2�Kamezawa,�Sumida-ku,�Tokyo�
130-0014�JAPAN�
http://hokusai-museum.jp/?lang=en
Contact:�Tokyo�Unique�Venues
　TEL:�+81-3-5579-8870�
　E-mail:�tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

MARUGEN 100 
(lecture room) 

（講座室）
1 123 — 70 Inquire

応相談   9：30 - 17：30

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Foyer
ホワイエ

3F

EV

EV

Entrance Hall
エントランス

ホール

MARUGEN 100
(lecture room)

（講座室）

1F

Outdoor Passage 外部通路
▲

Entrance
入口
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The museum is situated in Ueno Park, a beautiful park which is home to almost all of Japan’s national 
museums. Since its opening in 1972, the museum has staged exhibitions covering a wide variety of fine arts 
genres. After an exclusive viewing of the exhibitions, drinks and finger foods are served in the lobby and the 
entrance area which looks out onto Ueno Park.

東京でも特に美術館・博物館が集まる上野恩賜公園内にある美術館です。1972年の開館以来、様々なジャンルの美術展を開催。美術

展を特別観覧した後、ロビーと公園に面するエントランスで、立食パーティーをお楽しみいただけます。

The Ueno Royal MuseumThe Ueno Royal Museum
上野の森美術館上野の森美術館
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1-2 Ueno Park, Taito-ku, Tokyo 110-0007 JAPAN
http://www.ueno-mori.org/about/?enlang
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870  　 
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒110-0007
東京都台東区上野公園1-2
http://www.ueno-mori.org/
問合せ先：上野の森美術館
　TEL：03-3833-4191
　FAX：03-3833-4193

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Entrance, Lobby
エントランス、ロビー 1 300 — 100 17：00 - 21：00 Entrance: Outdoors with roof

エントランス：屋外/屋根あり

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Entrance
エントランス▶

Lobby
ロビー
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As much a work of art as it is a symbol of samurai culture, the Japanese sword has been venerated since 
ancient times as far more than just a weapon. This sword museum, designed by Japan’s leading Modernist 
architect, Fumihiko Maki, opened in Ryogoku in January 2018, and overlooks the Yasuda Garden. The cafe 
space and lecture hall are available for events, and your guests will gain a rare insight into Japanese sword 
culture and an appreciation of these precious works of art.

両国・旧安田庭園の一角に、2018年移転・リニューアルオープンした刀剣博物館。他では見ることのできない貴重な日本刀を数多く

所蔵しています。芸術的で美しい日本刀の鑑賞と併せて、講堂・カフェスペースをイベントなどにご活用ください。

The Japanese Sword Museum
刀剣博物館
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1-12-9 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 JAPAN
https://www.touken.or.jp/english/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0015
東京都墨田区横網1-12-9
https://www.touken.or.jp/museum/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口
 （東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　　（㎡）面積
Seated
着席（名）

Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Cafe Space
カフェスペース 1   86 30   60 10:00 - 21:00

Lecture Hall
講堂 1 160 60 100 10:00 - 21:00

Exhibition Hall
展示室 3 304 —   50 10:00 - 21:00

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

2 cars, 1 bus, spaces for persons with disabilities
乗用車2台、バス1台、障害者等用の駐車スペースがあります。

EV

Lecture Hall
講堂

Cafe Space
カフェスペース

Exhibition Hall
展示室

EV

1F

3F
▲

Entrance
入口
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Based on the private collection of one of Japan’s leading financiers, this museum opened in 1966 as the first in 
Japan specializing in modern Japanese style painting. This venue provides an excellent opportunity to 
appreciate modern and contemporary Japanese art. As well as enjoying the artworks in the galleries, the lobby 
and cafe space can be used as a venue for lectures or receptions. This is a unique opportunity to become more 
familiar with traditional Japanese aesthetics.

日本初の日本画専門美術館である山種美術館では、展示室での日本画の鑑賞と併せて、ロビーでレセプションやレクチャーを実施で

きます。日本の伝統的な美意識を感じる貴重な時間をお過ごしください。

Yamatane Museum of Art
山種美術館
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Lobby, Cafe
ロビー、カフェ 1 100 55 80 After hours*

開館時間外

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

3-12-36 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 JAPAN
http://www.yamatane-museum.jp/english/
Contact:  Public Relations Division, Curatorial 

Department, Yamatane Museum of Art
　TEL: +81-3-5467-1101　
　E-mail: event@yamatane-museum.or.jp

〒150-0012
東京都渋谷区広尾3-12-36
http://www.yamatane-museum.jp/
問合せ先：山種美術館 学芸部 広報課
　TEL：03-5467-1101
　FAX：03-5467-1104
　E-mail：event@yamatane-museum.or.jp

2 cars, spaces for persons with disabilities
乗用車2台、障害者等用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。

EV

Lobby, Cafe
ロビー、カフェ

Entrance
入口
▼

1F

EV

Gallery
企画展示室

B1F
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INTERMEDIATHEQUE uses leading-edge design in exhibits fusing scientific specimens and cultural 
assets from the University of Tokyo, one of Japan’s most prestigious centers of learning.

東京大学の学術標本を最先端のデザインで展示するインターメディアテク。東京中央郵便局として使われていた時代の歴史を感じさ

せる空間で、学術標本に囲まれながら、ご歓談やカクテル・パーティーをお楽しみいただけます。

JP Tower Museum JP Tower Museum 
INTERMEDIATHEQUEINTERMEDIATHEQUE
ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム ＪＰタワー学術文化総合ミュージアム 
「インターメディアテク」「インターメディアテク」

Museography © UMUT works52



KITTE 2-3F, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-7003 JAPAN
http://www.intermediatheque.jp/en
Contact: DMO TOKYO Marunouchi
　E-mail: dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

〒100-7003 
東京都千代田区丸の内2-7-2 ＫＩＴＴＥ2・3階
http://www.intermediatheque.jp/
問合せ先：DMO東京丸の内
　E-mail：dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Exhibition Room
展示室

2 1,240 — 100 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire about 
food/beverage

飲食応相談

3    450 —   40 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire about 
food/beverage

飲食応相談

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Pay parking nearby
ＫＩＴＴＥの駐車場をご利用ください。

2F

Entrance
入口
▼

Exhibition RoomExhibition Room
展示室展示室

3F

Exhibition RoomRoom
展示室

Entrance
入口
▼
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The philosophy of the Suntory Museum of Art in the landmark Tokyo Midtown is to present “Art in Life,” 
through vivid paintings, ceramics, lacquerware, textiles, and other objects that epitomize Japanese aesthetics 
and crafts. Hold a party or reception in a glassed-walled Hall after viewing the art on display around you, or 
enjoy a panorama of the modern Tokyo cityscape from the Hall’s terrace. This beautiful site with its 
breathtaking combination of art and landscape will ensure a memorable event for your guests.

絵画、陶磁、漆工、染織など日本の古美術や東西のガラスを収蔵するサントリー美術館は、東京ミッドタウンにあり「生活の中の

美」を基本理念に企画展示を行っております。美術鑑賞と併せて、ガラス張りのホールでは華やかな夜景を見ながらパーティーをお

楽しみいただけます。

©Keizo Kioku

©Keizo Kioku

Suntory Museum of ArtSuntory Museum of Art
サントリー美術館サントリー美術館
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Hall, Terrace
ホール、テラス 6

Indoors
屋内 162

— 150 Inquire
応相談 9:00 - 20:00

Outdoors
屋外 330

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。

Tokyo Midtown Galleria 3F, 9-7-4 Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107-8643 JAPAN
https://www.suntory.com/sma/
Contact: DMO ROPPONGI　
　E-mail: info@dmo-roppongi.jp

〒107-8643 
東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン  
ガレリア3階
https://www.suntory.co.jp/sma/
問合せ先：ＤＭＯ六本木事務局
　TEL：03-3401-5027
　FAX：03-3401-5027
　E-mail：info@dmo-roppongi.jp

©Tatsuyuki Tayama

Pay parking nearby
東京ミッドタウンの駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

6F

Terrace
テラス

Hall
ホール

EV EV

4F

Exhibition Hall
展示室

EVEV

3F

Exhibition Hall
展示室

◀Entrance   入口

EV EV
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Toyo Bunko Museum is a historic institution dating back to 1924, and located at the home of one of the world’s 
five largest Asian studies research libraries. There are modern exhibition rooms and performance hall suitable 
for traveling art exhibits, lectures, or corporate receptions, while the garden is available for parties and receptions 
as well. The Orient Hall, in particular, is highly regarded for its acoustics, and is ideal for chamber music and 
other cultural performances.

「アジアの歴史・文化の研究機関」である東洋文庫。90年に及ぶ歴史の中で収蔵された資料を集めた専門図書館と、ミュージアム

を擁しています。カフェや庭園でのお食事を楽しみながら、知的好奇心を満たすイベントをお楽しみください。

TOYO BUNKO MUSEUMTOYO BUNKO MUSEUM
東洋文庫東洋文庫



Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Orient Hall
オリエントホール 1 155 — 100 Inquire

応相談

Food not 
permitted

食事不可

Exhibition Area
展示室 2 414 — — Inquire

応相談

Food/Beverage 
not permitted

飲食不可

Lecture Room
講演室 2 82 40 80 Inquire

応相談

Inner Court
中庭 1 150 — 150 Inquire

応相談

Café
カフェ 1 145 40 70 Inquire

応相談

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。

2-28-21 Honkomagome, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0021 JAPAN
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/museum_eindex.php
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-21
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/museum_index.php
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

8 cars
乗用車8台の駐車スペースがあります。

EV

EV

1F1F

Orient Hall
オリエントホール

Lecture
Room
講演室

Inner Court
中庭

Inner Court
中庭▲

Café
カフェ

2F2F

EE
Entrance
入口

Exhibition Area
展示室

Exhibition Area
展示室



Suntory Hall is loved by music fans around the world on account of its incredibly beautiful acoustics. The 
Small Hall within this complex is known as Blue Rose. This 425 square meter facility features a large stage 
plus audio and visual equipment. Truly an outstanding space, Blue Rose is suited to a wide variety of events in 
addition to concerts and reception parties.

美しい音の響きを極めたサントリーホール内にあるブルーローズ。広いステージと映像・音響設備完備の425㎡の劇場は、コンサー

ト、レセプションだけでなく、自由な発想で様々なイベントにご利用いただけます。

SUNTORY HALL
サントリーホール
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1-13-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8403 JAPAN
http://suntory.jp/HALL/
Contact: DMO ROPPONGI　
　E-mail: info@dmo-roppongi.jp

〒107-8403
東京都港区赤坂1-13-1
http://suntory.jp/HALL/
問合せ先：ＤＭＯ六本木事務局
　TEL：03-3401-5027
　FAX：03-3401-5027
　E-mail：info@dmo-roppongi.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Blue Rose (Small Hall)
ブルーローズ（小ホール） 1 425 — 300 9:00 - 21:30

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。

Pay Parking nearby
近隣の有料駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Main Hall
メインホール

Stage
ステージ

Foyer
ホワイエ

Cloak 
room

クローク

Blue Rose (Small Hall)
ブルーローズ（小ホール）

▲
Entrance

入口

EV

EV
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Noh is a highly refined and elegant traditional Japanese performance art dating from the 14th century. See a 
performance of this classical Japanese drama by one of its most prominent schools, or listen to a lecture about 
this art form at this classic theater situated in GINZA SIX, a popular new spot in the chic Ginza area. The 
Lobby makes a remarkable setting to hold a reception or party. Learning about Noh in the heart of Tokyo is a 
unique opportunity to immerse yourself and your guests in quintessential Japanese culture.

銀座の新名所、GINZA S IX内にできた観世流の能舞台。本格的な能公演、伝統を伝えるレクチャーと、ロビーでの 

パーティーを組み合わせたイベントは、訪れる人々を非日常の世界にいざないます。

Kanze Noh Theater
観世能楽堂
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Stage
舞台

Lobby
ロビー

Entrance
入口

Hall
ホール

EVEVEV

◀

〒104-0061
東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX地下3階
https://kanze.net/
問合せ先：観世能楽堂事務所
　TEL：03-6274-6579
　FAX：03-6274-6589
　E-mail：tanaka@steward.co.jp

GINZA SIX B3F, 6-10-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 JAPAN
https://kanze.net/en/publics/
Contact: Kanze Noh Theater Office
　TEL: +81-3-6274-6579
　E-mail: tanaka@steward.co.jp

Pay parking nearby
GINZA SIXの駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Hall
ホール B3 1,302 480 — 9:00 - 22:00 Food/Beverage not permitted

飲食不可

Lobby
ロビー B3    185   80 110 9:00 - 22:00 Red wine not permitted

赤ワイン不可

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。

59



Hosho is a Japanese theatrical school specializing in Noh, a classic musical drama. The traditional Hosho Noh 
Theater doubles as a special event space with a unique taste of Japan’s aesthetic sense. The extraordinary stage 
is without equal for an event. The spacious lobby area is also an excellent spot for a lively reception party 
following proceedings. Give your guests the gift of an unforgettable day in Tokyo.  

伝統ある宝生流の能楽堂で日本独特の美意識を感じることができる特別なイベントを開催いただけます。ここでしか味わうことので

きない非日常的な舞台を使ってのイベントの後は、広いロビーでのレセプションをお楽しみいただけます。

Hosho Noh Theater
宝生能楽堂

60



Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Noh Theater
能楽堂 1 459 490 — 9:00 - 21:00 Food/Beverage not permitted

飲食不可

Lobby
ロビー 1 519 35 150 9:00 - 21:00

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

1-5-9 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21809/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒113-0033 
東京都文京区本郷1-5-9
http://www.hosho.or.jp/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Entrance
入口

▲

Stage
舞台

Lobby
ロビー

Noh Theater
能楽堂
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Nogi-jinja Shrine is a serene oasis set in the heart of Tokyo. The Inner Shrine and shrine grounds can be hired 
out exclusively for company events or incentive tours. To add to your event, gagaku ancient court music can be 
performed at ceremonies in the Inner Shrine, or how about a demonstration of kagami-biraki, a traditional 
ceremony for breaking open a sake barrel to wish for good luck and prosperity? NOGI KAIKAN, a large 
reception space, is also available for banquets or buffets. Traditional Japanese culture in an authentic setting.

都心にありながら木立に囲まれた、静けさと穏やかさに満ちた神社です。その境内・本殿を貸切にしてイベントなどにご利用い
ただけます。神社内の乃木會館では、立食／着席のパーティーをご提供。日本の伝統を体験できる特別な機会です。

Nogi-jinja Shrine
乃木神社
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Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Inner Shrine
本殿 — — — 18:00 - 21:00 Food/Beverage not permitted

飲食不可

Grounds of the Shrine
境内 — — 250 18:00 - 21:00

Outdoors  
Kagami-biraki ceremony only

屋外（鏡開きのみ）

NOGI KAIKAN (Toyonoakari)
乃木會館（豊明の間） 231 130 180 10:00 - 21:00

Other small banquet  
rooms available
その他小会場あり

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。

8-11-27 Akasaka, Minato-ku,  
Tokyo 107-0052 JAPAN
http://www.nogijinja.or.jp/english/
Contact: DMO ROPPONGI
　E-mail: info@dmo-roppongi.jp

〒107-0052
東京都港区赤坂8-11-27
http://www.nogijinja.or.jp/
問合せ先：DMO六本木事務局
　TEL：03-3401-5027
　FAX：03-3401-5027
　E-mail：info@dmo-roppongi.jp

Please inquire about parking.
ご相談ください。

Accessible restroom in NOGI KAIKAN
乃木會館に多目的トイレがあります。

Inner Shrine
本殿

Grounds of the Shrine
境内

NOGI KAIKAN (Toyonoakari)
乃木會館（豊明の間）

Ichi no Torii
(The first gate)

一の鳥居

▲
Entrance

入口

Ni no Torii
(The second gate)

二の鳥居
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With a history stretching back to 1657, Eko-in Temple is closely connected to the Japanese national sport of 
Sumo. The Nenbutsudo devotional hall is an innovative new building constructed in a traditional yet 
contemporary style in 2013, making it the perfect setting for exhibitions, meetings, and other events.
After listening to a talk given by the temple’s priest, you can host a seated dinner party in a Japanese style 
Kyakuden room on the second floor.

360年前の明暦3年（1657年）、大火災により、10万人以上の尊い人命が奪われました。当時の将軍徳川家綱がこの明暦の大火に

より亡くなった身寄りのない無縁仏の冥福に祈りをささげる大法要を執り行うために御堂が建てられたのが回向院の歴史の始まりで

す。その後も、巡礼や参拝の札所として、また江戸後期には勧進相撲の場所として庶民に親しまれてきました。

本堂で講和を聴いた後、念仏堂の1階でセミナーや展覧会、2階の客殿で夕食会などを開催できます。

Eko-in TempleEko-in Temple
回向院回向院
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Kyakuden Room
客殿 2 76 60 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Japanese style
meeting room

Nenbutsudo Room
念仏堂 1 81 50 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

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。

2-8-10 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo 130-0026 
JAPAN
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0026
東京都墨田区両国2-8-10
https://ekoin.or.jp
問合せ先： ユニークベニューワンストップ 

総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Cars, minibuses
乗用車、マイクロバス用の駐車スペースがあります。

Nenbutsudo 1F 念仏堂

◀ Entrance    入口
Nenbutsudo Room

念仏堂

EV

Kyakuden Room
客殿

EV

Nenbutsudo 2F 念仏堂

67



Jindaiji Temple is said to have been founded in 733. Surrounded by lush greenery, and blessed with very pure 
water, it is famous for its buckwheat soba noodles. Host your standing dinner party in the 800 square meter 
outdoor space under the watchful gaze of ancient wooden Buddhas, including a seated Buddha said to be the 
oldest of its kind in Eastern Japan. 

鎮守の森に囲まれた古刹、深大寺。東日本最古の国宝仏である白鳳仏をはじめ、多くの仏像に見守られた緑豊かな境内で、立食パー

ティーなどのイベントが開催できます。

Jindaiji TempleJindaiji Temple
深大寺深大寺
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Grounds of the Temple
境内

Kyakuden Building
客殿

Main Hall
本堂

Buddhas
Hall
釈迦堂

Ganzandaishi
Hall

元三大師堂

5-15-1 Jindaijimotomachi, Chofu-shi, Tokyo  
182-0017 JAPAN
https://www.jindaiji.or.jp/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒182-0017
東京都調布市深大寺元町5-15-1
https://www.jindaiji.or.jp/
問合せ先：深大寺受付
　TEL：042-486-5511
　FAX：042-483-6969
　E-mail：kouhou@jindaiji.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Grounds of the Temple
境内 800 200 400 Inquire

応相談
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。

Pay parking nearby 
近隣の有料駐車場をご利用ください。
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Kanda Myoujin ShrineKanda Myoujin Shrine
神田明神神田明神

With a rich history stretching back 1,300 years, Kanda Myoujin Shrine is said to have once protected the 
whole of Edo (old Tokyo) from harm. Even today, this shrine is revered as a popular power spot, and many 
people come to pray for business prosperity and good luck. EDOCCO (Edo Culture Complex), encompasses 
a diverse range of spaces, including a 470 square meter hall and lounge with an outdoor garden. Using wood 
sourced from the Tokyo region, this venue embodies the traditional charm of the city’s Edo period heritage.

創建約1300年の神田明神。天平2年(730)に現在の東京都千代田区大手町・将門塚周辺）に創建されました。その後、慶長5年（1600）

に天下分け目の関ヶ原の戦いで徳川家康公が戦勝の祈祷を行ない、天下統一を果たしたことにより、江戸幕府の尊崇する神社「江戸

総鎮守」として、将軍から庶民に至るまで多くの人々の崇敬を受けてきました。東京―神田、日本橋、秋葉原、大手町・丸の内など

108の氏子町は、伝統と創造を併せ持つ江戸と東京の生活や文化が凝縮された町です。

境内に新たにオープンした神田明神文化交流館EDOCCOは多摩産材を活用し、木の温もりが感じられる空間です。江戸の香りを残す

この場所ならではのユニークなイベントを開催してみませんか。
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Stage
ステージ

Lobby
ロビー

EDOCCO 
(Edo Culture
Complex)
文化交流館

Kanda
Myoujin Hall
神田明神ホール

Grounds
of the
Shrine
境内

MYOUJIN
KAIKAN
明神会館

EV EVEDOCCO
(Edo Culture Complex)
文化交流館　

Entrance入口

▲

2F

〒101-0021
東京都千代田区外神田2-16-2
https://www.kandamyoujin.or.jp/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口	
	 （東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

2-16-2	Sotokanda,	Chiyoda-ku,	Tokyo	
101-0021	JAPAN
https://www.kandamyoujin.or.jp/what/
Contact:	Tokyo	Unique	Venues
　TEL:	+81-3-5579-8870
　E-mail:	tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

EDOCCO (Edo Culture Complex)
Kanda Myoujin Hall
文化交流館　神田明神ホール

2 466 120 250 530,000～ 7:00 - 23:00

EDOCCO (Edo Culture Complex)
The Room of Reiwa 
文化交流館　令和の間

4 90 60 80 Inquire
応相談

Inquire
応相談

EDOCCO (Edo Culture Complex)
EDOCCO Studio
文化交流館　EDOCCO スタジオ

B1 190 100 150 300,000～ 10:00 - 23:00

Grounds of the Shrine
境内 — 200 — 150 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Outdoors
屋外

MYOUJIN KAIKAN Sai Room
明神会館 彩の間 B1 329 120 200 Inquire

応相談 10:00 - 19:00

MYOUJIN KAIKAN Yui Room
明神会館 結の間 B2 101 40 70 Inquire

応相談 10:00 - 19:00

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

71



This stunning temple is situated in a lively downtown area which evokes the atmosphere of old Tokyo. The 
Dai-kyaku-den hall may be used for business events of up to 54 people, or incentive tours. The Hosho Kaikan 
building overlooks a stunning pleasure garden and is ideal for seated or standing dining parties. The temple is 
particularly renowned for its intricate wood carvings and sculpture gallery as well as its enormous pine tree. 
The perfect place to enjoy the spiritual culture and history of Japan. 

東京の古き良き人情と風情が残る街として知られる葛飾柴又のシンボル、題経寺。お堂に施された圧巻の装飾彫刻と、日本の伝統美

をとどめる回遊式庭園がゲストをお迎えします。境内や大客殿、または鳳翔会館で、昔ながらの東京を楽しむイベントなどに活用で

きます。

Daikyoji TempleDaikyoji Temple
題経寺（柴又帝釈天）題経寺（柴又帝釈天）
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7-10-3 Shibamata, Katsushika-ku,  
Tokyo 125-0052 JAPAN
http://www.taishakuten.or.jp/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Please inquire about parking.
ご相談ください。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Grounds of the Temple
境内 — 750 190 380 Inquire

応相談

Outdoors
Food/Beverage not permitted

屋外/飲食不可

Dai-kyaku-den Hall
大客殿 1 86 30 54 Inquire

応相談 Japanese style meeting room

Hosho Kaikan Building Room A
鳳翔会館 前殿 2 56 20 — Inquire

応相談 Japanese style meeting room

Hosho Kaikan Building Room B
鳳翔会館 中殿 2 56 20 — Inquire

応相談 Japanese style meeting room

Hosho Kaikan Building Hall
鳳翔会館 ホール 1 82 30 50 Inquire

応相談

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。

〒125-0052
東京都葛飾区柴又7-10-3
http://www.taishakuten.or.jp/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Hosho Kaikan Building
鳳翔会館

Room A
前殿

Room B
中殿

Japanese
Tearoom
茶室

Hall
ホール

Main Gate
二天門

Sui-kei-en Garden
邃渓園

Dai-kyaku-den Hall
大客殿

Main Hall (Taishaku-do)
帝釈堂

Founder’s Hall
(Soshi-do)
祖師堂

Grounds of 
the Temple
境内

▶
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Temple Street in ShibamataTemple Street in Shibamata
柴又帝釈天門前参道商店街神明会柴又帝釈天門前参道商店街神明会

Located in the Katsushika district of Tokyo, Shibamata offers an atmosphere rarely found in Tokyo today. 
Designated as an Important Cultural Landscape, the 200 meter street leading up to Daikyoji Temple is lined 
with quaint shops and restaurants epitomizing the downtown charm of retro Tokyo. Soak up the local 
atmosphere of this unique venue at a free-ranging outdoor party, or over dinner in any one of several 
traditional eateries lining Temple Street in Shibamata.

都内初の重要文化的景観に選定された葛飾柴又は、東京の古き良き人情と風情が残る街。柴又のシンボル・題経寺へと続く下町情緒

あふれる参道で、お食事やパーティーをお楽しみください。
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Shibamata, Katsushika-ku, Tokyo 125-0052 JAPAN
http://shibamata.net/eng/index.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒125-0052 
東京都葛飾区柴又
http://shibamata.net/shop/shop.html
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

15 buses or more
バス15台以上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。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Temple Street in Shibamata
柴又帝釈天門前参道 — 700 — 500 18:00 - 21:00 Outdoors / Inquire about food/beverage

屋外/飲食応相談
Takagiya-rouho
髙木屋老舗 1, 2 132 80 — 18:00 - 21:00

Kameya-honpo
亀家本舗 1, 2 220 100 — 18:00 - 21:00

Yebisuya
ゑびす家 1, 2 200 130 — 18:00 - 21:00

Monzen Toraya
門前とらや 1, 2 396 120 — 18:00 - 21:00

Kawachiya
川千家 1 - 3 1,800 500 — 18:00 - 21:00

Funabashiya
船橋屋 2 83 30 — 18:00 - 21:00

Yamatoya
大和家 1 116 45 — 18:00 - 21:00

Yabuchu
やぶ忠 1 50 36 — 18:00 - 21:00

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。 

Temple Street in Shibamata
柴又帝釈天門前参道

Daikyoji Temple
題経寺（柴又帝釈天）

Yebisuya
ゑびす家

Funabashiya
船橋屋

Takagiya-rouho
髙木屋老舗

Yamatoya
大和家

Monzen Toraya
門前とらや

Yabuchu
やぶ忠

Kameya-honpo
亀家本舗

Kawachiya
川千家
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The birthplace of Edo (old Tokyo) culture, and once the home of the famous fish market, Nihonbashi is today 
a bustling community where tradition and modernity exist side by side. In 2016, an outdoor 300 square meter 
event space, surrounded by greenery, opened in amongst the high-rise buildings of Nihonbashi next to the 
Fukutoku Shrine. The garden is an ideal venue for all sorts of events, such as a Japanese culture-themed 
welcome reception or a sake-tasting event. Enjoy a memorable event in this vibrant neighborhood of the city.

江戸文化発祥の地、日本橋。 ビルの谷間に佇む福徳神社に隣接する、緑に囲まれた300㎡の屋外イベントスペースでは、ウェルカム

レセプションや日本酒のテイスティングなど、東京での忘れられないひと時を演出することができます。

Fukutoku GardenFukutoku Garden
福徳の森福徳の森
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2-5-10 Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022 JAPAN
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870  　 
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-5-10
https://muromachi-area.jp/venues/UniqueSpaces/fukutokunomori/
問合せ先：一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメント
　TEL：03-3246-3283
　FAX：03-3246-3530
　E-mail：jimukyoku01@muromachi-area.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
福徳の森 300 — 250 500,000～ 10:00 - 21:00 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。

Area available for 
private hire

利用可能エリア

Fukutoku
Shrine

福徳神社

Fukutoku Garden
福徳の森
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A large outdoor space with a giant retractable roof, this space can be used for a variety of purposes such as 
corporate events, private parties and receptions. Spice things up with a live music show, or live performance 
since this is Roppongi, one of the world’s leading entertainment districts. You can also enjoy a pleasant stroll 
through the adjoining Mohri Garden, a picturesque Japanese garden in the heart of Tokyo.

巨大な開閉式屋根を持つ観覧デッキを備えた空間は、企業イベントやパーティー、レセプション、ライブミュージックやパフォーマ

ンスなど自由多彩なイベントでご利用いただけます。隣接する毛利庭園の散策もお楽しみいただけます。

Roppongi Hills Arena and Roppongi Hills Arena and 
Mohri GardenMohri Garden
六本木ヒルズアリーナ・ 六本木ヒルズアリーナ・ 
毛利庭園毛利庭園
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6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6155 JAPAN
https://www.hillsmediaspace.com/space_rh_detail01.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1
https://www.hillsmediaspace.com/space_rh_detail01.html
問合せ先： 森ビル株式会社タウンマネジメント事業部 

運営部 メディア事業企画グループ
　TEL：03-6406-6611
　FAX：03-6406-6483
　E-mail：rhmedia@mori.co.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Roppongi Hills Arena
六本木ヒルズアリーナ 1,120 300 600

Weekdays 2,000,000～
平日 2,000,000～ 

Sat., Sun., Holidays 
2,500,000～

土日祝2,500,000～

9:00 - 21:00 Outdoors with roof
屋外/屋根あり

Guests can also freely stroll around adjacent Mohri Garden.  　 Please inquire about detailed conditions of use.
毛利庭園の散策も可能です。       利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。　

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

500 cars, spaces for persons with disabilities in the complex
乗用車500台、障害者等用の駐車スペースがあります。

Roppongi Hills 
Arena

六本木ヒルズ
アリーナ

Mohri Garden
毛利庭園
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Toranomon Hills is one of Tokyo’s new landmarks. The outdoor Oval Plaza is perfect for a variety of events 
including corporate events, press events and private functions. You can link a private event at the Oval Plaza 
with a conference, seminar or a product launch at the TORANOMON HILLS FORUM conference venue 
inside Toranomon Hills, or the café adjacent to the Oval Plaza.

虎ノ門の新ランドマーク、虎ノ門ヒルズ。カンファレンス会場「虎ノ門ヒルズフォーラム」やオーバル広場に併設のカフェを活用す

ることで、セミナーや商品発表会などと連動したイベント展開が可能です。

Toranomon Hills Oval Plaza Toranomon Hills Oval Plaza 
虎ノ門ヒルズ オーバル広場虎ノ門ヒルズ オーバル広場
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1-23-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 JAPAN
https://www.hillsmediaspace.com/space_th_detail02.html
https://www.hillsmediaspace.com/space_th_detail01.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-23-1
https://www.hillsmediaspace.com/space_th_detail02.html
https://www.hillsmediaspace.com/space_th_detail01.html
問合せ先： 森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部  

メディア事業企画グループ
　TEL：03-6406-6666
　FAX：03-6406-6483
　E-mail：rhmedia@mori.co.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Oval Plaza, Toranomon Hills Café
オーバル広場、虎ノ門ヒルズカフェ

521
(450+71)

Outdoors　　
屋外　  70

Indoors　　
屋内　  29

150 1,000,000～ 8:00 - 21:00 Outdoors with roof
屋外/屋根あり

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。

77 cars, 3 spaces for persons with disabilities in the complex
乗用車77台、障害者等用3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。

Sculpture
オブジェ

Toranomon Hills Oval Plaza
虎ノ門ヒルズオーバル広場

Grassy lawn
(installation 

not permitted)
芝生

（設置物不可）

Toranomon Hills CaféToranomon Hills Café
虎ノ門ヒルズカフェ虎ノ門ヒルズカフェ

Toranomon Hills
虎ノ門ヒルズ
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This huge 750 square meter tranquil open space, right in the middle of ARK Hills in the hustle and bustle 
Roppongi district, is ideal for receptions or product launches. The retractable roof covering the whole space 
allows for year-round use of the facility, come rain or shine.

アークヒルズの中心に位置する開放感あふれる広場。750㎡のスペースでは、パーティーや商品発表会、サンプリングイベントなど、

様々な企画が展開できます。屋根が開閉式のため、天候に左右されずに通年でご利用いただけます。

ARK Karajan Place ARK Karajan Place 
アーク・カラヤン広場アーク・カラヤン広場
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1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6001 
JAPAN
https://www.hillsmediaspace.com/space_ah_
detail01.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒107-6001
東京都港区赤坂1-12-32
https://www.hillsmediaspace.com/space_ah_
detail01.html
問合せ先： 森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部  

メディア事業企画グループ
　TEL： 03-6406-6666　
　FAX： 03-6406-6483
　E-mail： rhmedia@mori.co.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
アーク・カラヤン広場 750 300 600 500,000～ 9：00 - 22：00 Outdoors with roof

屋外/屋根あり

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。

123 cars, 1 space for persons with disabilities in 
the complex
乗用車123台、障害者等用1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。

ARK Karajan Place
アーク・カラヤン広場

Area available for 
private hire

利用可能エリア
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For a matchless experience of metropolitan Tokyo, host your open air event in the charming, tree-lined 
Otemachi Naka-dori Avenue, right in the financial and business heart of Japan. Here, you’ll find bustling 
streets and gleaming skyscrapers. The covered Atrium between two buildings is also available.

日本のビジネスの中心地で屋外イベントはいかがでしょうか？ 超高層ビル群の合間で賑わう街路が大手町仲通りです。イベントの開

会式などのセレモニーには、隣接する吹き抜けのアトリウムもご利用ください。

Otemachi Naka-dori AvenueOtemachi Naka-dori Avenue
大手町仲通り大手町仲通り
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100 cars,  4 spaces for persons with disabilities
乗用車100台、障害者等用4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。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
大手町仲通り — 1,000 200 400

1Day300,000
1日300,000

(1Hour30,000)
（1時間30,000）

Inquire
応相談

Outdoors 
屋外

Atrium
アトリウム 1   100   50   80 300,000～ Inquire

応相談

Inquire about food/
beverage
飲食応相談

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。

Area available for 
private hire
大手町仲通り

Otemachi Riverside Promenade
大手町川端緑道

Atrium
アトリウム

1-9-7 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 
JAPAN
https://tokyo-marunouchi.jp/ja/facilities/1277
Contact: DMO TOKYO Marunouchi 
　E-mail: dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-7
https://tokyo-marunouchi.jp/ja/facilities/1277
問合せ先：DMO東京丸の内
　E-mail：dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp
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Popular for its night-time racing as well as its location, you can hold a wide variety of events here, ranging 
from large to small private parties. UMILE SQUARE, a new 10,000 square meter event space is ideal for 
hosting outdoor events like standing parties for up to 5,000 people.  Indoor grandstands and private suites are 
also available for party use. 

景色が美しいナイターレースを堪能できるスポットとして人気の大井競馬場。10,000㎡のウマイルスクエアでは屋外イベントを開催 

できます。屋内観覧席にて、パーティーをお楽しみください。

Oi RacecourseOi Racecourse
大井競馬場（東京シティ競馬）大井競馬場（東京シティ競馬）
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2-1-2 Katsushima, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0012 JAPAN
http://www.tokyocitykeiba.com/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒140-0012　東京都品川区勝島2-1-2
https://www.tokyocitykeiba.com/
問合せ先： 東京都競馬株式会社 競馬事業部 管理課
　TEL：03-3763-2172
　FAX：03-3761-2981
　E-mail：uniquevenue@tokyotokeiba.co.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

2,099 cars, 22 buses, 3 spaces for persons with disabilities
乗用車2,099台、バス22台、障害者等用3台の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

UMILE SQUARE
ウマイルスクエア — 10,000 2,500 5,000 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Outdoors
屋外

L-WING Special Room B-1
Ｌ-ＷＩＮＧ 特別室B-1 5 157 75 100 Inquire

応相談
Inquire
応相談

L-WING Special Room A
Ｌ-ＷＩＮＧ 特別室A 5 235 90 150 Inquire

応相談
Inquire
応相談

L-WING Special Room B
Ｌ-ＷＩＮＧ 特別室B 5 185 60 100 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Number 4 Grandstand 
(Diamond Turn)
4号スタンド
ダイアモンドターン

4 1,690 489 — Inquire
応相談

Inquire
応相談

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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BMW GROUP Tokyo Bay can be visited for a test drive or reception party, an unusual combination sure to 
surprise and please guests. BMW’s experience-based sales site, which has an expansive space for test driving, 
stands in front of Tokyo Bay. This hub also has a conference hall boasting state-of-the-art facilities for 
seminars and parties. 

東京のベイフロントにそびえたつ日本最大規模のBMW体験型ショールームで、試乗とレセプションのコラボはいかかでしょうか。 

最新設備が充実した会議ホールでは、セミナーやパーティーも開催可能です。

BMW GROUP Tokyo Bay
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2-2-15 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21803/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0064
東京都江東区青海2-2-15
https://www.bmw.co.jp/ja/event/2017/bmw_group_tokyobay.html
問合せ先：BMW Group Tokyo Bay コントロールルーム
　TEL：03-3599-3641
　E-mail：bgtbhall@partner.bmw.co.jp

2 or 3 cars, spaces for persons with disabilities
乗用車2～3台、障害者等用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。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Conference Hall
会議ホール 1    325 100 200 10:00 - 19:00

Driving Area
ドライビングエリア — 4,050 — — 10:00 - 19:00

Outdoors
Food/Beverage not permitted

屋外/飲食不可

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。

Conference
Hall

会議ホール

Driving Area
ドライビングエリア

Entrance
入口
▼
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This expansive grass area in Roppongi measuring 1,880 square meters can be used for a variety purposes such 
as new product launches, festivals and other occasions. The spot is part of Tokyo Midtown, one of Japan’s 
leading complexes that boasts office space, a hotel, cultural facilities and shops. It’s the ideal venue to add new 
value and culture to your event.

東京ミッドタウンの中心に位置する1,880㎡の芝生広場。大型の様々なイベントに、六本木ならではの洗練された開放感あふれる 

スペースをご活用ください。

Tokyo Midtown Grass SquareTokyo Midtown Grass Square
東京ミッドタウン 芝生広場東京ミッドタウン 芝生広場
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9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 JAPAN
http://www.tokyo-midtown.com/en/facilities/green.html
Contact: DMO ROPPONGI　
　E-mail: info@dmo-roppongi.jp

〒107-0052 
東京都港区赤坂9-7-1
http://www.tokyo-midtown.com/jp/facilities/event/event/lawn/
問合せ先：ＤＭＯ六本木事務局
　TEL：03-3401-5027
　FAX：03-3401-5027
　E-mail：info@dmo-roppongi.jp

Pay parking nearby
東京ミッドタウンの駐車場をご利用ください。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Grass Square
芝生広場 B1 1,880 — 1,500  9:00 - 21:00 Outdoors

屋外

Courtyard
コートヤード B1 215 — 130  11:00 - 21:00 Outdoors

屋外

Atrium
アトリウム B1 210 — 130  11:00 - 21:00

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。

Grass Square
芝生広場

Midtown West
ミッドタウン・ウェスト

Midtown East
ミッドタウン・イースト

Midtown Tower
ミッドタウン・タワー

Galleria
ガレリア

Atrium
アトリウム

Canopy Square
キャノピー・スクエア

Courtyard
コートヤード
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With its exceptional accessibility and superb hotels, the Shinagawa area continues to develop as one of Tokyo’s 
international business hubs. SHINAGAWA SEASON TERRACE is an eco-friendly multi-purpose complex 
with an extensive green space. There are different sized halls ideal for conferences as well as the green zone for 
events or reception parties where guests will be treated to a view of Tokyo Tower. 

品川シーズンテラスは、優れた交通利便性を誇る品川の水辺のエリア、港南地区に位置します。大小様々なカンファレンスホールや、

東京タワーが一望できる広大な緑地でのイベントやレセプションをご堪能ください。

SHINAGAWA SEASON 
TERRACE
品川シーズンテラス
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1-2-70 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 JAPAN
http://sst-sr.jp/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒108-0075
東京都港区港南1-2-70
http://sst-sr.jp/
問合せ先：品川シーズンテラスカンファレンス事務局
 （デイ・ナイト株式会社）
　TEL：03-6433-1905

100 cars, 3 spaces for persons with disabilities
乗用車100台、障害者等用3台の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Area A
エリアＡ 1 1,000 — 100 9:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Area B
エリアB 2 500 200 300 9:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Area C
エリアC 2 450 150 250 9:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Area D
エリアD 2 180 80 100 9:00 - 22:00 Outdoors

屋外

Conference Ａ+B+C
カンファレンス Ａ+B+C 3 255 100 150 9:00 - 22:00 Can be connected

連結貸出可能

Hall
ホール 3 183 80 100 9:00 - 22:00

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Annex 3F

Tower 3F

Tower

Area D
エリア D

Area C
エリア C

Area B
エリア B

Area A
エリア A

Annex

Conference A+B+C
カンファレンス A+B+C

Conference A+B+C
カンファレンス A+B+C

Hall
ホール

（3F）

（3F）

Hall
ホール

EV
EV

EV
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Machida Shibahiro is a 5,700 square meter natural open lawn space accessible in around 30 minutes by train 
from Shinjuku. The setting has a variety of auxiliary facilities and can be used for any number of purposes 
including workshops, launching new products, exhibitions and other events. The extensive lawn space also 
makes it perfect for sports and other competitions. Its location alongside a major road enables easy access  
by car.

約5,700㎡からなる天然の芝生広場は、スポーツイベントに最適。また、電気、水道などの付帯設備が充実しており、新商品発表会や

展示会など多彩なイベントに対応可能です。

Machida Shibahiro GardenMachida Shibahiro Garden
町田シバヒロ町田シバヒロ
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
芝生広場 — 5,700 3,000 4,800 8:00～19:00 Outdoors /After hours available

屋外／時間外利用可能

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。

37 cars, 2 spaces for persons with disabilities
乗用車37台、障害者等用2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。

1-20-23 Nakamachi, Machida-shi, Tokyo  
194-0021 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21806/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒194-0021 
東京都町田市中町1-20-23
http://machida-shibahiro.jp/about_shibahiro/
問合せ先：町田市観光コンベンション協会　事務局
　TEL：042-724-4816　FAX：042-724-1952 
　E-mail：info@machida-shibahiro.jp

Area available for private hire
利用可能エリア

Area available for private hire
利用可能エリア

Entrance
入口 ▶

Entrance
入口
▼

Entrance
入口
▼

Entrance
入口 ▼

Entrance
入口▼

Entrance
　 入口▼

Entrance
入口 ▶
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The pristine open-air, semi-roofed space in front of the COREDO Muromachi Terrace is available for events 
like concerts, banquets, receptions, workshops, and more COREDO Muromachi Terrace is an ambitious 
shopping facility with a variety of boutiques, and its central Nihonbashi location makes it ideal for large 
groups to wine, dine, and mingle in central Tokyo in an expansive, modern environment.

商業施設、オフィス、広場空間、ホールなど、多様な施設を擁する「COREDO室町テラス」。施設の南側に広がる「大屋根広場」では、季節

を感じる広 と々した空間で、開放的にイベントをお楽しみいただけます。

COREDO MUROMACHI COREDO MUROMACHI 
TERRACETERRACE
COREDO室町テラスCOREDO室町テラス



Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）　面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
大屋根広場 1 500 — 250 1,000,000～ 10:00 - 20:00 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。

3-2-1 Nihonbashimuromachi, Chuo-Ku, Tokyo 103-0022 JAPAN
https://muromachi-area.jp/english/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒103-0022 
東京都中央区日本橋室町３丁目２－１
https://muromachi-area.jp/venues/UniqueSpaces/coredo-muromachi/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

330 cars
乗用車330台の駐車スペースがあります。

Area available for
private hire
利用可能エリア

Large roof open space
大屋根広場

Entrance
入口

▲



Tachihi Beach is just a short walk from Tachihi Station on the Tama Monorail, and offers a fantastic outdoor 
venue for parties, banquets, and receptions. There is a beach soccer field, wooden decks and stage, and an area 
for barbecues as well. This is an oasis of relaxing seaside beauty in the middle of the big city, with the warm 
sands offering the perfect backdrop for your event.

海がないはずの東京多摩・立川で気軽にビーチ・リゾートを味わってみませんか。タチヒビーチは日本最大級、9,300㎡の敷地に砂浜、

BBQスペースが広がる独創的な空間。ビーチスポーツのプロチームの練習場や試合会場としても活用されています。ステージやテント、

テーブル・チェアなども完備されており、貸切にすることで、幅広いイベントにご利用いただけます。

TACHIHI BEACH TACHIHI BEACH 
タチヒビーチタチヒビーチ



Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
Tachihi Beach — 9,300 620 620

Adults 1,700yen
大人１人 1,700円

Elementary school students 850yen
小学生１人 850円

10:00 - 15:00
16:00 - 22:00

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。

〒190-0015 
東京都立川市泉町935
https://www.tachihi-beach.com/
問合せ先： TACHIHI BEACH
　TEL：042-512-8719
　E-mail：info@tachihi-beach.com

935 Izumi-cho, Tachikawa-shi, Tokyo 
190-0015 JAPAN
https://www.tachihi-beach.com/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Beach soccer court 
ビーチサッカーコート

Beach soccer court 
ビーチサッカーコート

Beach
ビーチ

Wood deck
ウッドデッキ Wood deck

ウッドデッキ
3on3 court
3on3コート

BBQ spaceBBQ space
BBQスペースBBQスペース
BBQ space
BBQスペース

Entrance
入口



Situated in Shinagawa near Tokyo Bay, this aquarium offers a unique place to host your event. Walk through 
a tunnel running through the aquarium, home to 60 species of sea creatures, from turtles to stingrays, and 
watch sea life as if you’re on the ocean floor. The whole aquarium can be hired out, including the Dolphin 
Window area where you can host a private party with an underwater view of these majestic animals.

海の生き物に囲まれたトンネルを抜けると、そこに現れるのはイルカが泳ぐ巨大水槽。「海や川とのふれあい」をテーマにした水族

館で、全館貸切のプライベートなパーティーを楽しみ、心潤う時をお過ごしください。

Shinagawa Aquarium 
しながわ水族館
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Private hire
全館貸切 — 3,753 — 100 18:00 - 20:00

Dolphin Window
イルカの窓 B1 100 — 100 18:00 - 20:00

Multi-purpose Hall
多目的ホール B1 48 —   30 18:00 - 20:00

Lecture Room
レクチャールーム 1 40 —   30 18:00 - 20:00

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。

3-2-1 Katsushima, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0012 JAPAN
https://www.aquarium.gr.jp/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒140-0012 
東京都品川区勝島3-2-1
https://www.aquarium.gr.jp/
問合せ先： しながわ水族館
　TEL：03-3762-3433
　FAX：03-3762-3436
　E-mail：info@aquarium.gr.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

▲
Entrance
入口

Lecture
Room
レクチャー
ルーム

Invitation to
the Great Ocean
大海原へのいざない

EV

EV

1F

B1F

EV

Multi-purpose
Hall
多目的
ホール

Tunnel Water Tank
トンネル水槽

Shark Hall
シャーク
ホール

Dolphin
Window
イルカの窓

Sea Lion
　アシカ “海のライオン”

Exit
出口

▶
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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。

Madame Tussauds TOKYOMadame Tussauds TOKYO
マダム・タッソー東京マダム・タッソー東京
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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

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire
館内貸切 1,600 50 150 17：00 - 22：00 Inquire about food/beverage

飲食応相談

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。

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。

Sports

Leaders

Red Carpet Film

Music

Authentic History

A-List Party
(Celebrities)

History & Culture

▶Entrance
入口 Fashion
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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。

KidZania TokyoKidZania Tokyo
キッザニア東京キッザニア東京
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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.
　TEL:+81-3-3536-8401(Weekday10:00～18:00)
　E-mail: t-group@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：03-3536-8401(平日10:00～18:00)　
　FAX：03-3533-2652
　E-mail：t-group@kidzania.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire 
館内貸切 6,000 — 1,200 5,000,000～ 16:00 - 21:00

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。

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

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

2F

AirplaneAirplane
飛行機飛行機

1F

▲
Entrance

入口

Pavilion
パビリオン

Central 
square
中央広場

Pavilion
パビリオン

Pavilion
パビリオン

Connecting Connecting 
corridorcorridor
渡り廊下渡り廊下Connecting Connecting 

corridorcorridor
渡り廊下渡り廊下

Connecting 
corridor
渡り廊下

Connecting Connecting 
corridorcorridor
渡り廊下渡り廊下

Pavilion
パビリオン
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Yomiuriland is a large amusement park in the countryside just 40 minutes from the center of Tokyo. All its 44 
attractions, outdoor pool and restaurants can be rented for private use. There are a wide range of options 
available that are only possible at a large amusement park. A great location to enjoy a party fanned by gentle 
breezes at the outdoor pool.

都心から40分以内で行ける大型アミューズメントパーク。44種のアトラクションや屋外プール、レストランなど全ての施設の貸切が

可能です。広大なアミューズメントパークならではの様々なイベントが企画できます。

Yomiuriland
よみうりランド
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Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Entire venue (private hire)
園内貸切 370,000 Inquire

応相談
Inquire
応相談

After hours*
開館時間外

Outdoors
屋外

Pool WAI
プールWAI   40,000 Inquire

応相談
Inquire
応相談 10:00 - 20:00 Outdoors

屋外

Football ground
サッカーグラウンド 8,625/7,000 Inquire

応相談
Inquire
応相談 10:00 - 20:00 Outdoors

屋外

Seichi Park
聖地公園     4,500 Inquire

応相談
Inquire
応相談 10:00 - 20:00 Outdoors

屋外

Nittele-LanLan Hall
日テレらんらんホール     1,900 1,000 — 10:00 - 20:00

Each facility also available individually for private hire               Please inquire about detailed conditions of use.
 *All day on regular closing days                  利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。

〒206-8725
東京都稲城市矢野口4015-1
http://www.yomiuriland.com/
問合せ先：株式会社よみうりランド　
　TEL：044-966-1133 
　FAX：044-955-6303
　E-mail：yomi_dantai@yomiuriland.co.jp

4015-1 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8725 JAPAN
http://www.yomiuriland.com/english/
Contact: Yomiuri Land Co., Ltd. 
　E-mail: yomi_dantai@yomiuriland.co.jp

2,000 cars, 20 spaces for persons with disabilities 
(Please inquire about buses.)
乗用車2,000台、障害者等用20台の駐車スペースがあります。 

（バス応相談）

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Seichi Park
聖地公園

Pool WAI
プールWAI

Football ground
サッカー

グラウンド

Football ground
サッカー

グラウンド

▲

Nittele-LanLan Hall
日テレらんらんホール

Roller Coaster
ジェットコースター

Roller Coaster
ジェットコースター

Sky Gate
スカイゲート
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Sanrio Puroland is the place to meet your favorite cute Japanese characters like Hello Kitty and My Melody. 
The full-scale musicals in this indoor theme park are particularly popular. The whole venue, including the 
large theaters, can be hired out for a private event. Enjoy a performance by Kitty and her friends before 
moving on to a seated or standing dinner party in one of the colorful restaurants.

国際的な人気を誇るハローキティをはじめ、様々なキャラクターに出会えるサンリオピューロランド。キャラクターが出演する

ショーを堪能した後は、館のレストランやエンターテイメントホールでのイベント、パーティーでお楽しみください。

Sanrio Puroland
サンリオピューロランド

©2018 SANRIO CO., LTD.104



1-31 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8588 JAPAN
https://en.puroland.jp/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Pay parking nearby
施設内の有料駐車場をご利用ください。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire
全館貸切 — 39,000 Inquire

応相談 5,000 10:00 - 21:00

Restaurant Yakata
館のレストラン 4 420 110 250 17:00 - 21:00

Character Food Court
キャラクターフードコート 1 750 200 400 Inquire

応相談

Entertainment Hall
エンターテイメントホール 1 400 150 250 Inquire

応相談
Inquire about food/beverage

飲食応相談

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。

〒206-8588
東京都多摩市落合1-31
https://www.puroland.jp
問合せ先： サンリオピューロランド 営業部 
　TEL：042-339-1110
　FAX：042-372-6534

1F

Character 
Food Court
キャラクター
フードコート

Entertainment
Hall

エンターテイメント
ホール

4F

Restaurant
Yakata

館のレストラン

▲
Entrance
入口
（3F)
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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。

Hanayashiki Hanayashiki 
浅草花やしき浅草花やしき
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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

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Asakusa Kagekijo Hall
浅草花劇場 2 - 4 300 120 200   9:00 - 22:00

Entire venue (private hire)
園内貸切 — 5,700 — 1,000 18:30 - 21:00 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。

Pay parking nearby
近隣の有料駐車場をご利用ください。

▲
Shounkaku Gate

笑運閣ゲート

Asakusa Kagekijo Hall
浅草花劇場

Asakusa Gate
浅草門

▲
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Dome 1 has a highly adaptable seating layout, and can project vivid images not only across the ceiling but also 
onto the walls, to provide a highly immersive experience. Dome 2 is equipped with an optical planetarium and 
full-dome digital image system to deliver high-resolution images and customizable projections. The VR zone 
‘VirtuaLink’ is also multi-purpose. This makes Planetaria Tokyo the perfect venue to enjoy space-themed 
receptions, and more.

日本唯一のツインドームシアターを核に、VRアトラクションやカフェ＆ショップを備えた、有楽町マリオン内の複合型プラネタリウム施設。最大

８Ｋの高解像度映像など最新鋭の映像技術を駆使して、宇宙とコラボレーションした非日常的なレセプションなどをお楽しみいただけます。

KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA 
PLANETARIA TOKYO PLANETARIA TOKYO 
コニカミノルタプラネタリア TOKYOコニカミノルタプラネタリア TOKYO



Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Multi-purpose Digital Dome 
Theater (DOME1)
多目的デジタルドームシアター
(DOME1)

9 177 120 120 Inquire
応相談

Inquire
応相談 —

Planetarium Dome Theater 
(DOME2)
プラネタリウムドームシアター
(DOME2)

9 227 170 — Inquire
応相談

Inquire
応相談

Food/Beverage 
not permitted

飲食不可

Virtual Reality Attraction 
"VirtuaLink"
VRアトラクション「VirtuaLink」

9 67 24 — Inquire
応相談

Inquire
応相談

Food/Beverage 
not permitted

飲食不可

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。

Yurakucho Mullion 9F 2-5-1 Yurakucho, Chiyoda-Ku, 
Tokyo 
100-0006 JAPAN
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/foreigner/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒100-0006 
東京都千代田区有楽町2丁目5-1　有楽町マリオン9階
https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

159 cars
乗用車159台の駐車スペースがあります。

EV EV EV

Planetarium Dome Theater (DOME2)
プラネタリウムドームシアター(DOME2)

Multi-purpose Digital Dome 
Theater (DOME1)
多目的デジタルドーム
シアター(DOME1)

Entrance
入口

Ticket Counter
チケットカウンター

GALLERY
PLANETARIA
ギャラリー
プラネタリア

Virtual Reality
 Attraction
 "VirtuaLink"
VRアトラクション
「VirtuaLink」

cafe Planetaria
カフェ プラネタリア

▲ ▲



As a historic building by Frank Lloyd Wright, a master of modern architecture, Jiyugakuen Myonichikan 
provides an impressive backdrop for an event. Originally designed as a school in 1921, the historic and artistic 
value of the structure led to its designation as an Important Cultural Property. The hall and dining space, 
which look out over a beautiful lawn area, and an auditorium are available for events.

近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライト設計の重要文化財で印象的なイベントを開催してみませんか。ホール、食堂、講堂を 

使用し、セミナー、レセプション、コンサートなどをお楽しみいただけます。

Jiyugakuen MyonichikanJiyugakuen Myonichikan
自由学園明日館自由学園明日館
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2-31-3 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21813/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒171-0021
東京都豊島区西池袋2-31-3
http://www.jiyu.jp/
問合せ先：自由学園明日館　
　TEL：03-3971-7535
　FAX：03-3971-2570
　E-mail：myonichi@jiyu.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Main Building Lounge Hall
本館ラウンジホール 1  94   30   50 127,272～ 9:00 - 21:00

Main Building Dining Hall
本館食堂 2 136   72 100 136,363～ 9:00 - 21:00

Auditorium
講堂 1 455 220 — 190,909～ 9:00 - 21:00

Inquire about food/
beverage
飲食応相談

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

5 cars, spaces for persons with disabilities
乗用車5台、障害者等用の駐車スペースがあります。

Auditorium
講堂

Main Building
 Lounge Hall

本館ラウンジホール

Main Building Dining Hall
本館食堂

Entrance
入口
▼

1F

講堂

360°用MAP

PDF用MAP

WEB用MAP

本館

2F F.L.ライト・
ミュージアム

本館
ラウンジ
ホール

Main Building
Lounge Hall

本館食堂

F.L. Wright 
Museum

Main Building
Dining Hall

F.L. Wright Museum
F.L . ライト・
ミュージアム

F.L. Wright Museum
F.L . ライト・
ミュージアム

Auditorium

Main Building
 Lounge Hall

Main Building Dining Hall

Entrance

F.L. Wright
Museum

▼

講堂

本館ラウンジホール

本館食堂

入口

F.L . ライト・
ミュージアム

▼
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As Japan’s first department store, Nihombashi Mitsukoshi Main Store is a building of high historic value that 
has been designated as an Important Cultural Property in Japan. Events can be held here in a variety of spaces 
such as the beautifully designed Central Hall or the gorgeous Mitsukoshi Theater with its glass ceiling and 
marble finish. 

日本で最初のデパートメントストアとして名高い日本橋三越本店。美しい内装の中央ホール、豪華な三越劇場や特別食堂などを利用

して、ショーなどのイベント・パーティーを開催できます。

Nihombashi Mitsukoshi Central Nihombashi Mitsukoshi Central 
Hall and Mitsukoshi TheaterHall and Mitsukoshi Theater
日本橋三越中央ホール・三越劇場日本橋三越中央ホール・三越劇場
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1-4-1, Nihombashimuromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8001 JAPAN
https://www.mitsukoshi.mistore.jp.e.bm.hp.transer.com/nihombashi.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒103-8001
東京都中央区日本橋室町1-4-1
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/nihombashi.html
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Central Hall
中央ホール 1 400 150 200 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Mitsukoshi Theater
三越劇場 6 421 514 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Mitsukoshi Theater 
Lobby
三越劇場ロビー

6   82 —   — Inquire
応相談

Inquire
応相談

Special Dining 
Room 
特別食堂

7 481 180 300 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Other small banquet 
rooms available
その他小会場あり

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

640 cars
乗用車640台の駐車スペースがあります。

Mitsukoshi Theater
三越劇場

Center Hall
中央ホール

Central Hall
中央ホール

Special
Dining Room
特別食堂

Mitsukoshi
Theater
Lobby
三越劇場
ロビー

EV

EV

EV

EV

EV

EV

EV

1FMain Building
本館

Main Building
本館 6F Main Building

本館 7F
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This gorgeous Spanish-style villa in central Tokyo dates back to 1927, and has been renovated to preserve the classical styling of 
the interior while providing modern convenience. With three floors above ground, and one basement level, kudan house offers 
a mix of Japanese and western rooms suitable for meetings, cultural events, dinners, and study groups for an exclusively corporate 
clientele. The newly added Japanese garden outside, and the tearoom inside kudan house offer fresh air and green surroundings 
for VIP receptions or fashion announcements.

新潟県長岡市出身の財界人である5代目山口萬吉の私邸として1927年に建築されたkudan house。強固な耐震性と当時流行だったスパニッシュ建築様式

が歴史的価値を持つと認められ、2018年には「登録有形文化財」として登録されました。

関東大震災を経験した山口萬吉は、後に「耐震構造の父」と呼ばれる内藤多仲に感銘を受け、内藤の構造設計である壁式鉄筋コンクリート造を採用しま

した。1945年の東京大空襲で多くの木造建物が焼失しましたが、九段ハウスは災禍から逃れ、ほぼ建築当時のままの姿で今なお歴史を紡いでいます。

また、アーチ、スパニッシュ瓦といった趣深い装いに加え、1階にはスクリーンポーチ、2階にベランダ、3階には屋上など、半屋外空間が多数存在し、四季を

肌で感じることができます。

この貴重なレガシーを保存・活用するため、2018年に改修が行われ会員制ビジネスイノベーション拠点として生まれ変わりました。品格と柔和な雰囲気が

合わさるkudan houseで特別な時間をお過ごしください。

kudan house kudan house 
九段ハウス九段ハウス



Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Hall
ホール 3 52 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Terrace2
テラス2 3 — — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Outdoors
屋外

Lounge1
談話室1 2 17 4 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Lounge3
談話室3 2 21 4 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Terrace1
テラス1 2 29 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Semi-Outdoor
半屋外

Salon
大広間 1 32 10 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Kitchen
キッチン 1 32 6 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Classical Room
クラシカルルーム 1 28 9 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Library
ライブラリー 1 21 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Porch
ポーチ 1 29 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Foyer1
ホワイエ1 B1 32 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Foyer2
ホワイエ2 B1 23 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Foyer3
ホワイエ3 B1 21 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Tea Room
茶室 B1 11 4 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

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。

1-15-9 Kudankita, Chiyoda-Ku, Tokyo
102-0073 JAPAN
https://kudan.house/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒102-0073 
東京都千代田区九段北1-15-9
https://kudan.house/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 

（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Entrance
入口

▲ Salon
大広間

Library
ライブラリー

Porch
ポーチ

Japanese Garden
日本庭園

Kitchen
キッチン

Classical Room
クラシカルルーム

Foyer2
ホワイエ2

Foyer3
ホワイエ3

Foyer1
ホワイエ1

Terrace2
テラス2

Terrace1
テラス1

Hall
ホール

Lounge1
談話室1

Lounge3
談話室3

1F1F B1FB1F

2F2F 3F3F

Tea Room
茶室



TOKYO SKYTREE TOWNTOKYO SKYTREE TOWN
東京スカイツリータウン東京スカイツリータウン

TOKYO SKYTREE TOWN is a commercial complex that is centered on the world’s tallest self-standing broadcasting tower, 
TOKYO SKYTREE. Located 350 meters above ground on the tower is TOKYO SKYTREE TEMBO* DECK that is 
surrounded 360 degrees by a glass wall made of huge glass panels. What’s more, the TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERY, 
located 450 meters above ground with a stretch of glass-walled corridors, can be chartered. Enjoy your event in an extraordinary 
space where you feel as if you are walking in the sky while enjoying the spectacular view of Tokyo. Down at the base of the tower is 
the Dome Garden where you can plan a party with a view of the TOKYO SKYTREE directly above. Have a special time at 
TOKYO SKYTREE TOWN, one of Japan’s prominent and symbolic tourist venues.
*Tembo means observation or looking to the sky

世界一高い自立式電波塔「東京スカイツリーSM」を中心とした複合施設「東京スカイツリータウン」。地上350mに位置し、5mを超える大型のガラスが360度に配

置された「東京スカイツリー天望デッキ」や、地上450mにガラス張りの回廊が続く「東京スカイツリー天望回廊」を貸切利用できます。東京の絶景を一望しなが

ら、まるで空中を散歩しているような非日常的な空間でのイベントをお楽しみください。

また、地上のドームガーデンは、東京スカイツリーを真上に眺めながらのパーティにもご活用いただけます。日本有数の観光シンボルである東京スカイツリータ

ウンで特別な時間をお過ごしください。
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Dome Garden 
ドームガーデン 8 300 100 240 400,000 10:00 - 21:00 Outdoors

屋外

Space634
スペース634 5 340 140 210 ～450,000 10:00 - 21:00

Farm Garden
ファームガーデン 5 200 100 150 400,000 10:00 - 21:00 Outdoors

屋外

Sky Arena Space
スカイアリーナスペース 4 100 50 80

Weekdays 平日
600,000

Sat., Sun., Holidays土日祝 
900,000

10:00 - 21:00 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。

Cars, buses, spaces for persons with disabilities in the complex
乗用車、バス、障害者等用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。

TOKYO SKYTREE TOWN 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo 131-0045 JAPAN
https://www.tokyo-skytree.jp/en/
http://www.tokyo-skytreetown.jp/english/
Contact：Tokyo Unique Venues
 TEL：+81-3-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン
https://www.tokyo-skytree.jp/
http://www.tokyo-skytreetown.jp/
問合せ先：（ドームガーデン、ファームガーデン、スカイアリーナスペース）
問合せ先：東武鉄道株式会社 生活サービス創造本部
 TEL：03-5962-2625
 FAX：03-5962-2629
（スペース634）
問合せ先：東武タウンソラマチ株式会社 商業運営本部
 TEL：03-5809-7821
 FAX：03-5809-7831
 E-mai：space-info@tobutown-solamachi.co.jp

Sky Arena Space
スカイアリーナスペース (4F)

 Farm Garden
ファームガーデン (5F)

 Space634
スペース 634 (5F)

Dome Garden (8F) ドームガーデン

TOKYO SKYTREE
東京スカイツリー

TOKYO SKYTREE TOWN
東京スカイツリータウン

©TOKYO-SKYTREETOWN
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H340

H345

H350

H445

H450

H340

H345

H350

H445

H450

H340

H345

H350

H445

H450

H340

H345

H350

H445

H450

H340

H345

H350

H445

H450

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Tembo Deck (350m)
天望デッキ — 4,100 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

After hours
通常営業時間外

Tembo Galleria (450m) 
天望回廊 — 1,750 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

After hours
通常営業時間外

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。

Cars, buses, spaces for persons with disabilities in the complex
乗用車、バス、障害者等用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。

Tembo Galleria
天望回廊

450

345

445

340

350

EV

EV EV

EV EV
EV EV

EV
EV

EV

EV

EV
EV EV

EVEV

EV EV

EV EVTembo Galleria 
天望回廊

Tembo Deck 
天望デッキ

Tembo Deck 
天望デッキ

Tembo Deck 
天望デッキ

TOKYO SKYTREE
東京スカイツリーSM

©TOKYO-SKYTREE
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One of the city’s most iconic features is Tokyo Tower, a broadcasting tower standing 333 meters tall.  
Enjoy a “party in the sky” at the viewing platform of the Top Deck 250 meters above ground or at the main 
observatory of Club333, some 150 meters up. Top Deck has an otherworldly feel with geometric mirrors, 
while Club333 is newly opened. The venue provides a 360-degree view of Tokyo, either at night or during  
the day. 

東京のシンボルと称される333メートルの電波塔、東京タワー。高さ250メートルの展望台「トップデッキ」、150メートルの展望台メ

インデッキにある「Club333」で、天空のパーティーをお楽しみください。

Tokyo Tower
東京タワー
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Tokyo Tower Hall
東京タワーホール

Top Deck
トップデッキ

Top Deck
トップデッキ

Main Deck
メインデッキ

Foot Town Roof Square
フットタウン屋上広場

Club333

EV EV EV EV EV

EV EV EV EV EV

EV EV EV

Foot Town
フットタウン

Main Deck
メインデッキ

Top Deck
トップデッキ

B1Foot Town
フットタウン

Rooftop
屋上

Foot Town
フットタウン

4-2-8 Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0011 JAPAN
https://www.tokyotower.co.jp/en.html
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒105-0011
東京都港区芝公園4-2-8
https://www.tokyotower.co.jp/index.html
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口  
 （東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食(名)

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Top Deck
トップデッキ —   40 —   30 9:00 - 22:00

Ｃｌｕｂ333 — 100 —   70 9:00 - 22:00

Tokyo Tower Hall
東京タワーホール B1 400 — 200 9:00 - 22:00

Foot Town Roof Square
フットタウン屋上広場

Rooftop
屋上 250 — 150 9:00 - 22:00 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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

20 buses
バス20台の駐車スペースがあります。

117



The Telecom Center Building in the Tokyo Bay area is one of the best places to behold the glittering lights of 
wider Tokyo. Parties can be held on the 21st-floor observatory, offering views of the beautiful Tokyo Bay.  
A wide, open atrium measuring around 800 square meters can be used for events such as reception parties 
with up to 200 seated guests for a banquet and 300 for a buffet.

東京ベイエリアにあるテレコムセンターは、耐震、無停電設備を持つデータセンターとして知られる施設。東京湾の風景を一望でき

る21階の展望台や開放感あふれるアトリウムでレセプション、イベントなどをお楽しみいただけます。

Telecom Center Building Telecom Center Building 
Observatory and AtriumObservatory and Atrium
テレコムセンター テレコムセンター 
展望台・アトリウム 展望台・アトリウム 
（テレコムアリーナ）（テレコムアリーナ）
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Observatory
展望台

Atrium
アトリウム

EV

EV

1F

21F

2-5-10 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064 JAPAN
http://www.tokyo-teleport.co.jp/b_en/tel/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0064 
東京都江東区青海2-5-10 
https://www.tokyo-teleport.co.jp/?unique
問合せ先： 株式会社東京テレポートセンター 

撮影・催事担当
　TEL：03-6457-1247

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Atrium
アトリウム  1 784 200 300 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Observatory
展望台 21 787 — 250 Inquire

応相談
Inquire
応相談

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。

300 cars, 3 buses
乗用車300台、バス3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。
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3×3 Lab Future3×3 Lab Future

3×3 stands for the three elements of sustainability—“economy,” “environment,” and “society”—and for “the 
third place” that is neither home nor work. 3×3 Lab Future is a distinctively unique venue where nature meets 
cutting-edge technologies: the furniture is made with Japanese wood and the plants grow under LED 
lighting, watered by an automated watering system. The kitchen in the Future Café next to the Salon can be 
used to provide sustenance for your seminar or event!

3×3はサステナビリティの3要素「経済・環境・社会」と、自宅でも会社でもない「第3の場所」を意味します。新たな発想のきっか

けを提供する空間でイベントを開催しませんか？ フューチャーカフェではキッチンのご利用も可能です。
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Otemon Tower ENEOS Building 1F, 1-1-2 Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 JAPAN
https://www.33lab-future.jp/
Contact:  3×3 Lab Future
　TEL:  +81-3-3287-6200 
　E-mail:  33lf_info@mec.co.jp

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-2 
大手門タワー・ENEOSビル1階
https://www.33lab-future.jp/
問合せ先：3×3 Lab Future（さんさんラボ フューチャー）
　TEL：03-3287-6200 
　E-mail：33lf_info@mec.co.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Salon 
サロン 1 175 120 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

The number of people in 
theater style

シアター形式の人数

Future Café 
フューチャーカフェ 1   26 10   15 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Kitchen available
キッチンあり

Meeting Room 
CO2の部屋 1   16   6 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

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。

165 cars, spaces for persons with disabilities  
in the complex
乗用車165台、障害者等用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。

EV

Future Café
フューチャーカフェ

Salon
サロン

Meeting 
Room
CO2 の 

部屋

▲ Entrance
入口
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Warehouse TERRADAWarehouse TERRADA
寺田倉庫寺田倉庫

The archetypal high ceilings, and huge open spaces of Warehouse TERRADA make it a perfect setting for 
large exhibitions, product launches and receptions. Or how about a party on board the T-LOTUS M, 
designed as a boat moored in a Tokyo canal, under the direction of world-renowned Japanese architect Kengo 
Kuma? An ideal venue for a one-of-a-kind, all aboard party on three floors: basement, first floor and roof 
deck.

倉庫特有のスペースを生かし、大規模展覧会、商品発表会など、様々なイベントに幅広くご利用いただけます。運河に浮かぶ船

「T-LOTUS M」では、地下、1階、ルーフデッキを自由に活用し、船上パーティーをお楽しみいただけます。
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2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 JAPAN
https://www.terrada.co.jp/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒140-0002
東京都品川区東品川2-6-10
https://www.terrada.co.jp/ja/
問合せ先：寺田倉庫 イベントチーム
　E-mail：eventspace@terrada.co.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

G3-6F 6 660 300 500 9:00 - 18:00

G1-5F 5 1,367 450 600 9:00 - 18:00

E HALL 1
2

474
118 300 450 10:00 - 22:00

WHAT CAFE 1 848 350 600 9:00 - 18:00 Kitchen available
キッチンあり

T-LOTUS M — 300 — 170 10:00 - 22:00 Sailing boat (Cruise not possible)
帆船（クルーズ不可）

B&C HALL 1 701 — 500 10:00 - 22:00 Kitchen available
キッチンあり

B&C HALL 2 384 — 150 10:00 - 22:00 Kitchen available
キッチンあり

KIWA 2 253 120 150 10:00 - 22:00

Each facility available for extended hours 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 Please inquire about detailed conditions of use.
会場の延長利用も可能です。 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。 

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

T-LOTUS M

G3-6F
G1-5F

Warehouse TERRADA
寺田倉庫

B&C
HALL
1-2F

KIWA
E HALL

WHAT 
CAFE
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Designed with the classic and contemporary style for which Ginza is famous, the Edo Kiriko cut glass 
exterior of this venue is a Ginza landmark. The building is a fusion of Japanese and Western aesthetics, and 
two spaces in the building provide an ideal setting for events. The rooftop KIRIKO TERRACE affords 
matchless views of Ginza, perfect for an exciting event high above the city. 

銀座のランドマークのひとつ、東急プラザ銀座。日本と西洋、伝統と革新の融合の象徴「江戸切子」をモチーフにデザインされまし

た。会場は屋上KIRIKO TERRACE。銀座の夜景を一望できる開放的なオープンスペースを様々なイベントにご活用ください。

Tokyu Plaza GinzaTokyu Plaza Ginza
東急プラザ銀座東急プラザ銀座
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Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

KIRIKO TERRACE
（GREEN SIDE）

Rooftop
屋上 540 — 150 Inquire

応相談 11:00 - 23:00

Outdoors
Inquire about food/

beverage
屋外/飲食応相談

KIRIKO TERRACE
（WATER SIDE)

Rooftop
屋上 290 — 60 Inquire

応相談 11:00 - 23:00

Outdoors
Inquire about food/

beverage
屋外/飲食応相談

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。

192 cars, spaces for persons with disabilities
乗用車192台、障害者等用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。

5-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 JAPAN
https://ginza.tokyu-plaza.com/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒104-0061
東京都中央区銀座5-2-1
https://ginza.tokyu-plaza.com/media/
問合せ先：東急プラザ銀座 メディア・スペース事務局
　E-mail：ginza-tokyuplaza@tag-promix.jp

EV KIRIKO TERRACE
(GREEN SIDE)

Rooftop
屋上

6F

KIRIKO LOUNGE

KIRIKO TERRACE
(WATER SIDE)

Cafe
カフェ
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The Fuji TV Building, instantly recognizable for its unique spherical observatory, is an eye-catching building 
in the popular Tokyo Bay area, Daiba. Inside, the Forum is a contemporary multipurpose event space on the 
22nd floor, with a three-story atrium and seaside panorama, which provides 750 square meters of space for 
parties and events of up to 600 attendees. Your guests can enjoy the view, including Tokyo Tower,  Tokyo Sky 
Tree®︎ and Rainbow Bridge, from the ball-shaped observatory. 

お台場で一際目をひくフジテレビジョン。その22階にある多目的イベントスペース「フォーラム」は、3フロア吹き抜けで東京タ

ワー・東京スカイツリー®・レインボーブリッジなどを見渡せる開放的なスペースです。

Forum, Fuji TV BuildingForum, Fuji TV Building
フジテレビジョン「フォーラム」フジテレビジョン「フォーラム」
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2-4-8 Daiba, Minato-ku, Tokyo 137-8088 JAPAN
https://www.fujitv.com/visit_fujitv/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒137-8088
東京都港区台場2-4-8
https://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/
問合せ先：株式会社フジテレビジョン
　E-mail：tuv@info.fujitv.co.jp 

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Cars, spaces for persons with disabilities
乗用車、障害者等用の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Forum
フォーラム 22 750 400 600 720,000～*

Sat., Sun., Holidays
土日祝

10:00 - 20:00

* For 3 hours
* 3時間あたり

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。

Forum
フォーラム

EV

EV

EV

EV

EV
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Few facilities offer a glimpse into the world of movie making to rival that of Kadokawa Daiei Studio, which 
has been producing notable films and anime for over half a century. You can rent out a 960 square meter area 
film studio complete with all of its equipment. Your own star-studded cast will thrill to this incomparable 
experience, which includes options like the use of the studio conference room or the rooftop party area.

数々の映画やドラマの名作を生みだしたスタジオをご利用いただけます。プロ仕様のセットや機材を使うことで、オリジナリティあ

ふれるパーティーを演出できます。

Kadokawa Daiei Studio
角川大映スタジオ
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6-1-1 Tamagawa, Chofu-shi, Tokyo 182-0025 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21716/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒182-0025
東京都調布市多摩川6-1-1
https://www.kd-st.co.jp
問合せ先：株式会社角川大映スタジオ スタジオ営業部
　TEL：042-482-2520
　FAX：042-482-1160

20 cars, spaces for persons with disabilities
乗用車20台、障害者等用の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

STAGE G
ステージG 1 960 500 800 Inquire

応相談

Conference Room G
会議室G 6 124   60   80 Inquire

応相談

Gst Rooftop
Gst 屋上 — 418 — — Inquire

応相談

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。

1F

STAGE G
ステージG

EV

Gst Rooftop
Gst 屋上

EV

6F

Conference Room G
会議室G

EV
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Asahi Beer Tower is a landmark in Asakusa, one of the Tokyo’s most atmospheric tourist areas. The views 
from the Guest Room and the iconic beer mug-shaped tower are truly breathtaking. A restaurant located at 
the highest floor of the tower is excellent for receptions. Other venues such as the Asahi Art Square situated 
inside the adjacent Super Dry Hall is a great space for cocktail parties.
Currently, due to various reasons, facilities other than the restaurant are not available for use.

浅草のランドマークであるアサヒビールタワー。ビールのジョッキ型タワーのトップにあるレストランにて、レセプションをお楽し

みください。

※現在、諸事情によりレストラン以外の施設が利用できません。

Asahi Group Headquarters Asahi Group Headquarters 
BuildingBuilding
アサヒグループ本社ビルアサヒグループ本社ビル
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1-23-1 Azumabashi, Sumida-Ku, Tokyo  
130-8602 JAPAN
https://www.asahigroup-holdings.com/en/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-8602
東京都墨田区吾妻橋1-23-1 
https://www.asahigroup-holdings.com/company/profile/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口
 （東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

17 cars
乗用車17台の駐車スペースがあります。

Accessible restroom in Asahi Beer Tower and Super Dry Hall
アサヒビールタワー、スーパードライホールに多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Asahi Art Square
アサヒアートスクエア 4, 5 261 100 200 Inquire

応相談 10:00 - 22:00

Lobby
ロビー 1 534 50 200 Inquire

応相談
Inquire
応相談

La Ranarita
ラ・ラナリータ 22 458 96 150 Inquire

応相談 11:30 - 22:00 Can be connected
連結貸出可能

Sky Room
スカイルーム 22 114 38 60 Inquire

応相談 11:30 - 22:00 Can be connected
連結貸出可能

Guest Room
ゲストルーム 22 389 50 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Can be connected
連結貸出可能

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。

*Asahi Art Square and the Lobby cannot be used for the time  
being, due to long-term in-house use, and renovation.

※アサヒアートスクエアおよびロビーは、社内での長期利用および 
改修工事のため、当面の間利用ができません。

EV

Guest Room
ゲストルーム

Sky Room
スカイルーム

La Ranarita
ラ・ラナリータ

Super Dry Hall
スーパードライホール

Asahi Beer Tower
アサヒビールタワー

Asahi Beer Tower
アサヒビールタワー　22F

 Asahi Art Square
アサヒアートスクエア （4, 5F）

Annex
アネックス

Lobby
ロビー （1F）

 La Ranarita / Sky Room / Guest Room
ラ・ラナリータ／スカイルーム／ゲストルーム （22F）
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Events held at art galleries always provide a sophisticated, bohemian atmosphere. Art Factory Jonan-jima is a 
large-scale art gallery. It features a vast exhibition space on the first floor measuring 960 square meters as well 
as a balcony area and rooftop garden for event use. The exhibition space can be used for seated parties and has 
a capacity of 500 people.

ART FACTORY 城南島は、倉庫を改修してできた大きなアートギャラリー。1階の広い展示場、２階の美術倉庫、4階の多目的ホー

ルやバルコニー、屋上庭園がご利用いただけます。アートの現場で、自由でエッジのきいたオリジナルイベントを演出できます。

Art Factory Jonan-jimaArt Factory Jonan-jima
ART FACTORYART FACTORY 城南島 城南島
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2-4-10 Jonan-jima, Ota-ku, Tokyo 143-0002 
JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21815/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870 　
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

14 cars, 2 buses
乗用車14台、バス2台の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Exhibition Hall
展示場 1 960 500 800 250,000～ 10:00 - 24:00

Art Storage
美術倉庫 2 188 90 120 100,000～ 10:00 - 24:00

Balcony
バルコニー 2 160 75 100 100,000～ 10:00 - 24:00 Outdoors

屋外

Multi-purpose Hall 
多目的ホール 4 710 250 400 100,000～ 10:00 - 24:00

Roof Garden
屋上庭園

Rooftop
屋上 1,200    — 200 100,000～ 10:00 - 24:00 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。

〒143-0002
東京都大田区城南島2-4-10
http://www.artfactory-j.com/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口 
 （東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Roof Garden
屋上庭園

EV

EV

Rooftop
屋上

4F

2F

1F

EV

EV

Entrance
入口

▲

Exhibition Hall
展示場

Multi-purpose Hall
多目的ホール

Art Storage
美術倉庫

Balcony
バルコニー
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Edo NOREN brings the refined atmosphere of old Edo (as Tokyo was called until 1868) to the modern day. 
Based on the concept of “connecting the deliciousness and culture of the present day with the air of Edo 
period”, Edo NOREN offers row of dining establishments. Today, the Ryogoku area, where the facility is 
located, is famous as a center for Sumo, Japan’s national sport. In the Edo Machiya-style conscious (Machiya 
are traditional merchants’ house in the town center) atrium space, a full-scale Sumo ring called “Dohyo” sits in 
an imposing manner, to allow guests can to gather and savor on the tasty dishes offered.  The space available for 
events has been expanded to allow direct access to the shops and Japanese restaurants serving classic fare lining 
this old city “street”, so incentive tour groups can fully enjoy the atmosphere and food of Old Japan.

「美味しさと文化の今を江戸空間でつなぐ」をコンセプトにした施設内にはお食事処が軒を連ねています。江戸の町屋を意識した

吹き抜け空間には原寸大の相撲土俵が設けられ、美味食をご堪能ください。

-Ryogoku- Edo NOREN -Ryogoku- Edo NOREN 
--両国両国-  -  江戸NOREN江戸NOREN



Entrance
入口

▲

Entrance
入口▲

Area
available for
private hire
利用可能エリア

Room / Space
会場名

Floor
階

Size　　　　（㎡）面積　
Seated 
着席（名）

Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Private hire area
施設全体 1 380 — 150 Inquire

応相談 10:00 - 23:00

Only in front of the Dohyo
土俵手前部のみ 1 50 — 30 Inquire

応相談 10:00 - 23:00

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。

1-3-20 Yokoami, Sumida-Ku, Tokyo 130-0015 JAPAN
https://tokyouniquevenues.jp/venues/21903/
Contact: Tokyo Unique Venues
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0015 
東京都墨田区横網1丁目3番20号
http://www.jrtk.jp/edonoren/
問合せ先： ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。



Fit to be called a landmark of Ebisu, offering an excellent location directly connected to the Japan Railways 
Ebisu Station, Yebisu Garden Place is the ideal venue for events that leverage the entirety of this the vast 
complex, which consists of office towers, commercial facilities, hotels, museums and more. Thanks to its 
capability of accommodating large vehicles to truck-in the goods and necessities, the location may be used for 
large-scale private events using its entire space of 850 square meters including an open plaza.

恵比寿駅直結の好立地にある恵比寿ガーデンプレイス。恵比寿のランドマークであり、オフィスタワーや商業施設、ホテル、美術館などからな

る大型複合施設で、エリア一体を使ったイベントアイディアを実現する場所として最適です。大型車両の搬入等にも対応しており、開放的な広

場も含めた総面積850㎡の全スペースを利用した大掛かりな貸切イベントにもご活用いただけます。

YEBISU GARDEN PLACE 
恵比寿ガーデンプレイス

110



〒150-6090 東京都渋谷区恵比寿4丁目20
https://gardenplace.jp/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
 TEL：03-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

4-20, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo,150-6004
https://gardenplace.jp.e.adx.hp.transer.com/
Contact：Tokyo Unique Venues
 TEL：+81-3-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Clock Square
時計広場 1 300 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Chateau Restaurant Joel Robuchon Space
シャトー広場 1 225 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Open Space
センター広場 B1 325 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Open Space
センター広場

Clock Square
時計広場

Chateau Restaurant 
Joel Robuchon Space
シャトー広場

EV

EV

EV

EV

EV
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The Tsukiji Outer Market is a bustling hub of Japan’s “food town” Tsukiji. The venue’s ground floor is a lively 
fresh food market with over sixty seafood and other fresh produce stores, managed by intermediate 
wholesalers. The vast 1,350 square meter (over 14,500 square feet) rooftop space on the third floor can be 
chartered for various use, while feeling the vibrant atmosphere of the fresh food market close at hand. Savor 
the charm of the “food town” Tsukiji by having a party in an open space, or experiencing preparing “washoku” 
Japanese cuisine in the cooking studio located right in the building.

築地魚河岸は、「食のまち」築地の賑わいの拠点となる施設で、1階には仲卸を経営母体とした水産・青果など約60店舗が入居する生鮮市場

があります。生鮮市場の活気溢れる雰囲気を身近に感じながら、3階にある1,350㎡の屋上スペースを貸切利用できます。開放的な空間での

パーティや、併設の料理スタジオでの和食の料理体験などにより、「食のまち」築地の魅力をご堪能いただけます。

Tsukiji Uogashi 
築地魚河岸
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16-2, Tsukiji 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan
https://www.tsukiji.or.jp/english/
Contact：Tsukiji Outer Market
             （person in charge：Suzuki）
 TEL：+81-(0)3-3541-9444
  (Call between 9:00 am and 3:00 pm on days 
 when the market is open)
 E-mai：takao32020@gmail.com

〒104-0045 東京都中央区築地4丁目16番2号
https://www.tsukiji.or.jp/professional/uogashi/
問合せ先：NPO法人築地食のまちづくり協議会
             （担当）鈴木
 TEL：03-3541-9444（休市日を除く9 -15時）
 E-mai：takao32020@gmail.com

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Odawara-bashi Building Outdoor Space
小田原橋棟屋外スペース 3 670 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Kaiko-bashi Building Outdoor Space
海幸橋棟屋外スペース 3 1,350 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Uogashi Shokudo
魚河岸食堂フードコート 3 300 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Uogashi Studio
魚河岸スタジオ 3 80 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

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。
The event should contribute to disseminate information about Tsukiji – Japan’s “Food Town”. Consult prior to reserving a space in the facility. 
※食のまち築地の情報発信に寄与するイベントであること。その他相談の上。

EVEV

EV

Odawara-bashi Building 
Outdoor Space

小田原橋棟屋外スペース

Uogashi Shokudo
魚河岸食堂フードコート

Odawara-bashi Building 3F
小田原橋棟 3F

Kaiko-bashi Building 3F
海幸橋棟 3F

Uogashi Studio
魚河岸スタジオ

Kaiko-bashi Building 
Outdoor Space
海幸橋棟屋外スペース

EV
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The 1,770 square meter observation plaza with a vast thicket in front and the 1,840 square meter lawn park 
arranged with semicircular benches are ideal for holding open-air events with a sense of freedom that only the 
outdoors can provide. The West Garden serves as a hub for Machida City’s tourist attractions including the 
Squirrel Garden, Peony Garden, Dahlia Garden and Yakushi-ike Park, which was selected as one of the 100 
Best Historical Parks in Japan. The park also has hands-on
Lab. & Workshop and Cafe & Restaurant that serves meals made from local agricultural products, so anyone 
can relish nature at its best while enjoying a variety of unique experiences, right here in Tokyo .

広大な雑木林が眼前に広がる1,770㎡の展望広場、半円型ベンチを有する1,840㎡の芝生広場は屋外ならではの解放感溢れるイベントに最適な

場所です。「日本の歴史公園100選」に選ばれた薬師池公園、リス園、ぼたん園、ダリア園等周辺に位置する町田市観光名所のハブ拠点として

の役割も有しています。園内には体験工房や地元産農産物を活用した食事を提供するレストランもあり、東京で自然を満喫しながら、ここでし

かできない体験をお楽しみいただけます。

Yakushi-ike West Garden 
薬師池西公園
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3105 Honmachida, Machida-shi, Tokyo
https://shikisainomori-nishien.com/
Contact：Tokyo Unique Venues
 TEL：+81-3-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

東京都町田市本町田3105
https://shikisainomori-nishien.com/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口
             （東京観光財団内）
 TEL：03-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Lawn Park
芝生広場 1,840 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Outlook Ridge
展望広場 1,770 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Lab. & Workshop
ラボ・体験工房 78 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Small kitchen installed
簡易キッチンあり

Library Lounge
ライブラリーラウンジ 49 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Cafe & Restaurant
カフェ・レストラン 112 50 Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

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。

130 cars, spaces for persons with disabilities
130台。障がい者用あり。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Outlook Ridge
展望広場

Lawn Park
芝生広場

Lab. & Workshop
ラボ・体験工房

Cafe & Restaurant
カフェ・レストラン

Library Lounge
ライブラリーラウンジ
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SMALL WORLDS TOKYO is one of the world’s largest indoor miniature theme parks, spanning 8,000 
square meters and featuring six areas including a space center and airport. It is a one-of-a-kind theme park, 
where people can forget about everyday life in worlds of moving miniatures, created through a combination of 
intricate skills and innovative technologies. A variety of forms of events can be planned as the entire park, 
including the restaurant with its own stage, can be reserved. Welcome cocktails can be served in the miniature 
exhibit space.

スモールワールズTOKYOは総面積8,000㎡を誇る世界最大級の屋内型ミニチュア・テーマパークで、スペースセンターエリア、空港エリアなど

を含む6つのエリアを楽しむことができます。精巧な技術と先端のテクノロジーが融合した動くミニチュアの世界で、日常を忘れて没入出来る

新しいテーマパークです。ステージがあるレストランを含めた全館貸切や、ミニチュア展示スペースでのウェルカムカクテルなど、様々な形式の

イベントにご利用いただけます。

Small Worlds Small Worlds 
スモールワールズスモールワールズ
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Ariake Butsuryu Center, 1-3-33 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063 Japan
https://www.hanayashiki.net/en
Contact：Tokyo Unique Venues
 TEL：+81-3-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0063 東京都江東区有明1丁目3-33
https://www.smallworlds.jp/
問合せ先：ユニークベニューワンストップ総合支援窓口
 （東京観光財団内）
 TEL：03-5579-8870
 E-mai：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

WHITE ART(Restaurant)
ホワイトアート（レストラン） 2 552 200 — Inquire

応相談

Small Worlds
スモールワールズ 3 5,179 — — Inquire

応相談

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

2F

3F

EV

EV

EV

WC

WC

EV

EV

EV

EV

EV

WC

WC WC

Global Village
世界の街

WHITE ART (Restaurant)
ホワイトアート（レストラン）

Space Center
宇宙センター

VIP Room VIP ルーム

Airport
空港

Lounge
ラウンジ
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The Sumida Aquarium is an urban facility that houses 7,000 living creatures on the fifth and sixth floors of 
the Tokyo Solamachi (a.k.a. Tokyo Skytree Town). Being located at an attractive spot, it is easy to plan events 
not only within the same complex of Tokyo Skytree, but also combine sightseeing and cultural experiences as 
the venue is within a walking distance from Asakusa. Customized events can also be planned upon request for 
those interested in reserving the entire floor where the aquarium is lit up (generally limited to weekday 
evenings). Make use of the aquarium to stage events with a special atmosphere, where visitors can feel the 
breadth of living creatures in close proximity.

東京スカイツリータウン内の5階と6階の2層で約7,000点の生き物を展示する都市型水族館。徒歩圏内の浅草での観光・文化体験や、同

敷地内にあるスカイツリーとあわせたイベントが企画しやすい立地も魅力の一つ。ライトアップされた水槽のあるフロアの貸切対応

（原則として平日夜間）も相談可能。生き物の息遣いに触れられるような近い距離感の中で、特別感のあるイベント演出等にぜひご

活用ください。

SUMIDA AQUARIUMSUMIDA AQUARIUM
すみだ水族館すみだ水族館

90



5-6F, TOKYO SKYTREE TOWN Solamachi 1-2, Oshiage 1-chome, Sumida Ward,　Tokyo 131-0045
https://www.sumida-aquarium.com/en/index.html
Contact : SUMIDA AQUARIUM　
  TEL：+81-3-5619-1821

東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ5F・6F
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
問合せ先：すみだ水族館
　   TEL：03-5619-1821

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private Hire
全館貸切

全館
— 1,994 30 300 Inquire

応相談 18:00 - 21:00 Weekday
原則として平日

Floor
展示フロア 6 970 10 100 — 18:00 - 21:00 Weekday

原則として平日

Floor
展示フロア 5 1,024 20 200 — 18:00 - 21:00 Weekday

原則として平日

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。

5F

EV

EV

EV

6F

Floor
展示フロア

Floor
展示フロア
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Umewaka Noh Academy Hall is located in a quiet area in Nakano Ward with easy access to the Shinjuku 
area. The academy is built within the residence of the Umewaka family, the head family of the sect with a 
history of more than 50 generations, and where the performances by the Kanze School are staged. Historical 
atmosphere can be sensed from the lobby, and the Noh stage with a capacity of 300. In addition to enjoying 
Noh performances, arrangements can be made to exhibit Noh costumes, experience Noh lecture sessions, or 
reserve the space for fashion shows, concerts, and other variety of events.

新宿エリアへのアクセスも良好な中野区の閑静なエリアにあり、50代以上続く家元・梅若家の邸宅内、観世流一門の公演の場として

活用されている梅若能楽学院。約300名収容の能舞台とロビーは歴史ある趣が感じられます。能公演をお楽しみいただくことはもちろ

ん、能衣装の展示やレクチャーを付加したり、ファッションショーやコンサート等での貸切利用などもご相談可能です。様々なイベ

ントにぜひご活用ください。

Umewaka Noh Academy HallUmewaka Noh Academy Hall
梅若能楽学院会館梅若能楽学院会館
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2-6-14 Higashinakano, Nakano-ku, Tokyo 
164-0003
https://umewaka.org/en
Contact : Umewaka Noh Theather　
　　TEL：+81-3-3363-7748
　E-mail：umewakakai.piif@gmail.com

〒164-0003東京都中野区東中野2-6-14
https://umewaka.org
問合せ先：梅若能楽学院会館　事務局
　　TEL：03-3363-7748
　E-mail：umewakakai.piif@gmail.com

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

backstage
楽屋 3 70 20 — Inquire

応相談 9:00 - 21:00 和室。楽屋のみの使用は応相談

Hall
能楽堂 2 620 300 — 200,000～ 9:00 - 21:00

No food or beverage allowed. Weekends and 
holidays from ¥270,000

飲食不可。土日祝270,000～

Lobby
ロビー 2 60 — — Inquire

応相談 9:00 - 21:00

Use of the 1st and 2nd floors of the lobby can 
accommodate up to 120 people for a 

standing buffet
ロビー1・2階の利用は立食120名程度

Lobby
ロビー 1 150 — 100 Inquire

応相談 9:00 - 21:00 Consult for use of lobby only.
ロビーのみの使用は応相談

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。

1F

2F

3F

Lobby
ロビー

Lobby
ロビー

backstage
楽屋

Hall
能楽堂

91



Garden Shinkiba Factory is a vast studio for filming and photography that opened in May 2021, boasting a 
total floor space of over 1,300 square meters. The studio’s high ceilings and warehouse atmosphere make the 
space ideal for various events such as fashion shows and product exhibitions. In addition to the main studio, 
there are other convenient spaces such as a VIP room, terrace and parking lot. Please take advantage of using 
the studio with other events that are to be held in the surrounding venues such as the Tokyo Big Sight and 
Odaiba area.

2020年5月に新木場にオープンした総面積400坪を誇る大型撮影スタジオ。天井が高く、倉庫感のあるスタジオは、撮影だけでなく、

ファッションショーや商品展示会等、その特徴を活かしたイベントに最適です。また、VIP ROOMやテラス、駐車スペースもご利用

いただけます。周辺の東京ビックサイトやお台場エリアでのイベントとあわせてぜひご活用ください。

GARDEN Shinkiba FACTORYGARDEN Shinkiba FACTORY
GARDEN新木場FACTORYGARDEN新木場FACTORY
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2-8-2 Shinkiba, koutou-ku, Tokyo 
136-0082 JAPAN
https://gar-den.in/free/shinkiba
Contact : Garden Shinkiba FACTORY　
　   TEL：+81-3-3522-8900
　E-mail：staff@gar-den.in

〒136-0082 東京都江東区新木場2-8-2
https://gar-den.in/free/shinkiba
問合せ先：新木場FACTORY
　   TEL：03-3522-8900
　E-mail：staff@gar-den.in

23 cars
乗用車23台の駐車スペースがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

VIPROOM1
VIPルーム1 3 43 15 25 20,000 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

VIPROOM2
VIPルーム2 2 38 15 20 20,000 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

MAKEROOM2
メイクルーム2 2 38 15 20 15,000 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

STUDIO
スタジオ 1 661 750 1,500 利用目的により異なる 9:00 - 21:00

Capacity is negotiable depending on the event. 
Afterhours use, food and beverage available upon 

request.
キャパシティはイベントにより相談、時間外利用、飲食応相談

LOUNGE
ラウンジ 1 38 15 20 利用目的により異なる 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

MAKEROOM1
メイクルーム1 1 21 10 15 利用目的により異なる 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

MEETINGROOM
ミーティングルーム 1 40 15 25 利用目的により異なる 9:00 - 21:00 Consult for usage afterhours.

時間外利用可能

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。

3F2F1F 1F

VIPROOM1
VIPルーム1

MAKEROOM2
メイクルーム2

VIPROOM2
VIPルーム2

MEETINGROOM
ミーティングルーム

LOUNGE
ラウンジ

MAKEROOM1
メイクルーム1

STUDIO
スタジオ

Parking-UtilitySpace
駐車場Parking

駐車場
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The upper floors of SHIBUYA TSUTAYA in the QFRONT building, which is a minute’s walk from the JR 
Shibuya station across the world-famous scramble crossing, can be used as one of the Unique Venues. Take 
advantage of this venue in a variety of scenes including the rooftop that’s suitable for fashion shows and 
events, as well as the indoor floors for small-scale seminars and other events. Enjoy an array of events at an 
outstanding location in the heart of Shibuya, one of the most popular tourist spots in Tokyo.

渋谷駅から徒歩1分、世界的に有名なスクランブル交差点を渡ってすぐのSHIBUYA TSUTAYA（QFRONT）の上層階がユニークベ

ニューとして活用できます。屋上はファッションショーや各種イベント等に、屋内のイベントスペースは、少人数のセミナーや各種

イベント等様々なシーンで活用可能です。都内でも有数の観光スポット・渋谷の中心地という絶好のロケーションで、様々なイベン

トをお楽しみください。

SHIBUYA TSUTAYASHIBUYA TSUTAYA((QFRONTQFRONT))
ROOFTOPROOFTOP .. EVENT SPACEEVENT SPACE
SHIBUYA TSUTAYA（QFRONT）屋上・イベントスペースSHIBUYA TSUTAYA（QFRONT）屋上・イベントスペース
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QFRONT, 21-6,Udagawa-cho, Shibuya,　TOKYO
https://tsutaya.tsite.jp/store/detail/2312/
Contact : SHIBUYA TSUTAYA 
 promotion planning sales team　
　　TEL：+81-3-5459-2000
　E-mail：shibuya.mediapr@ccc.co.jp

〒150-0042東京都渋谷区宇田川町21－6 QFRONT
https://tsutaya.tsite.jp/store/detail/2312/
問合せ先：SHIBUYA TSUTAYA
 プロモーション企画営業チーム
　　TEL：03-5459-2000
　E-mail：shibuya.mediapr@ccc.co.jp

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

ROOFTOP
屋上 ー 230 ー ー Inquire

応相談 10:00 - 21:00

Outdoors (unroofed). No food or drink 
allowed. Please consult for usage 

afterhours.
屋外（屋根なし）、飲食不可、

時間外利用は応相談

EVENT SPACE
イベントスペース 8 50 30 60 Inquire

応相談 10:00 - 21:00 Please consult for usage afterhours.
時間外利用は応相談

*The rooftop area is restricted in terms of accessibility.
 Please consult the available space on a case-by-case basis.
*屋上部分は立ち入り可能範囲に制限があります。
 ご利用可能なスペースは、利用の都度ご確認ください。
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。

EV EV

8F

EVENT SPACE
イベントスペース

ROOFTOP
屋上
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teamLab Planets is a unique art space in Toyosu, that you experience barefoot. Consisting of a Water 
Area and Garden Area, together they form a museum where you walk through water, and a garden 
where you become one with the flowers.
Visitors experience artworks based on the “Body Immersive” concept together with others, obscuring the 
boundaries between their bodies and the art, redefining the distance between themselves and the world 
into a continuous singularity, to explore a new borderless relationship between “self ” and “world.” The 
entire facility can be leased, so various events and parties can be held based on the spatial theme.

豊洲にある裸足で体験するアート空間、チームラボプラネッツは、超巨大な作品群＜Water Area＞と庭園＜Garden Area＞か

らなる「水に入るミュージアムと花と一体化する庭園」です。

人々は、他者と共に「Body Immersive」というコンセプトの超巨大な作品に身体ごと没入することによって、身体と作品との

境界を曖昧にし、自分と他者と世界との境界を連続的なものに変え、私たちと世界との境界のない新しい関係を模索します。

施設全体の貸出が可能であり、空間テーマに合わせた様々なイベントやパーティーなどが可能です。

teamLab Planets TOKYO DMM.comteamLab Planets TOKYO DMM.com
チームラボプラネッツ TOKYO DMM.comチームラボプラネッツ TOKYO DMM.com
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▲
Entrance

入口

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Floating in the Falling Universe of Flowers 1 283 100 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors／
Charterable
屋内／貸切可

The Infinite Crystal Universe 1 588 30 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors／
Charterable
屋内／貸切可

Expanding Three-Dimensional Existence in 
Transforming Space - Flattening 3 Colors and 
9 Blurred Colors, Free Floating
意思を持ち変容する空間、広がる立体的存在 
- 平面化する3色と曖昧な9色、自由浮遊

1 441 100 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors／
Charterable
屋内／貸切可

Floating Flower Garden: Flowers and 
I are of the Same Root, the Garden and I are One
Floating Flower Garden: 花と我と同根、庭と我と一体

1 385 100 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors／
Charterable
屋内／貸切可

Moss Garden of Resonating Microcosms 
- Solidified Light Color, Sunrise and Sunset
呼応する小宇宙の苔庭 - 固形化された光の色, Sunrise and

1 265 20 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors／
Charterable
屋内／貸切可

Drawing on the Water Surface Created 
by the Dance of Koi and People - Infinity
人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング

1 323 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

Indoors
屋内

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

teamLab Planets TOKYO, 
Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo 
135-0061 JAPAN
https://planets.teamlab.art/tokyo/
Contact : PLANETS Co., Ltd
　E-mail: info@planets.art

〒135-0061
東京都江東区豊洲6-1-16
 teamLab Planets TOKYO
https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/
問合せ先：株式会社 PLANETS
　E-mail：info@planets.art

10 cars and 2 parking spaces for persons with disabilities
乗用車10台、障害者等用の駐車スペースが2台あります。
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SKY LAB, developed as a part of the large-scale renovation at the Otemachi Building and originally built in 1957, is a 
greenery-filled workplace atop the 4,000-square-meter roof of this historic building. Situated in a valley-like space surrounded 
by skyscrapers, SKY LAB features unique spatial characteristics that give visitors the sense of being in an aerial courtyard-like 
space. Convenience is another appealing feature of the SKY LAB as it is located in an office district not far from Tokyo Station. 
The space provides a number of different rest areas with seating such as the long counter stool seats looking down on the 
Marunouchi Naka-dori street (the main street in the district) and sofa seats overlooking the Imperial Palace, as well as one of 
the largest rooftop farms in Tokyo. The calm and quiet rooftop space is popular among business people working in the area for 
relaxing and has been used for yoga events. This facility can be used for various events, parties, and other occasions, matching 
the event size and purpose. 

1958年竣工の「大手町ビル」の大規模リノベーションとして誕生したSKY LABは、約4000㎡のビル屋上に作られた緑あふれるワークプレイスです。SKY 

LABはその空間設計が特長で、周辺が高層ビルに囲まれた谷間空間であることから、空中の中庭のような眺望を楽しむことができます。東京駅から程近い

オフィス街に位置することから、その利便性の高さも魅力の一つです。

丸の内仲通りを見下ろすロングカウンター席や、皇居を臨むソファ席など、様々な種類の座席が完備されているだけでなく、都内最大級の屋上農園も併設

されています。開放的な屋上空間を活かしたヨガイベントの開催事例もあり、近隣のビジネスパーソンの交流の場として親しまれています。イベントや

パーティーなどのシーンで、人数や用途に応じたスペースをご活用いただけます。

SKY LABSKY LAB
大手町ビル　屋上SKY LAB大手町ビル　屋上SKY LAB
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▲
Entrance

入口

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

SKY LAB
屋上SKY LAB

Rooftop
屋上 — — 250 — — —

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。

Rooftop Otemachi Bldg, 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0004 JAPAN
Contact : DMO Tokyo Marunouchi
　E-mail: dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

〒100-0004　
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル 屋上
https://www.marunouchi.com/tenants/10317/index.html
問合せ先：DMO東京丸の内
　E-mail：dmo_tokyomarunouchi@mec.co.jp

Lawn Area
芝生エリア

Lounge
ラウンジ

Work Area
ワークエリア

Work Area
ワークエリア

Work Area
ワークエリア

The Edible Park Otemachi by grow
エディブルパーク

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
（ビル内）
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Built in 1920, this residence is one of the few modern Japanese-style buildings located in the heart of Tokyo. While many 
similar architectural works have been lost over time, this miraculously surviving residence also has value as a cultural asset. 
Visitors can relax comfortably thanks to the spacious property, and the 3.5-meter-high ceiling in the Japanese-style rooms. 
An excellent place to experience a wide range of Japanese culture, such as flower arrangement, calligraphy, and kimono 
wearing. Japanese tea ceremony gatherings can also be held at the Chashitsu, a small Japanese tea house located in the 
back. The renowned four seasons of Japan can be enjoyed overlooking the garden from the Japanese-style rooms. Guests 
from abroad will be delighted with their experience at this residence, which lets them sample the many flavors of Japan.  

大正9年に建設された本邸宅は、都心に位置する数少ない近代和風建築です。時代の変遷とともに、多くの同類建築物が失われていったなか、奇跡的

に残った本邸宅は文化財としての価値をも秘めています。

敷地面積が広く、和室の天井高が3.5ｍ程あることから、広々とした空間でお寛ぎいただけます。本邸宅では、華道や書道、着物の着付け等、日本文

化の体験がお勧めです。奥には茶室もございますので、お茶会を開催いただくことも可能です。和室から臨む庭園では、日本らしい四季を味わうこ

とができます。日本の風情を感じられる本邸宅での体験は、海外からのゲストにもご満足いただけることでしょう。

Re;PLACE KOISHIKAWARe;PLACE KOISHIKAWA
リプレイス小石川リプレイス小石川
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◀◀EntranceEntrance
玄関玄関

Rotary
ロータリー

Room / Space
会場名

Floor
階

Size
面積（㎡） Seated

着席（名）
Standing
立食（名）

Price（JPY）
金額（円）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Ichi no Ma・Ni no Ma
一の間・二の間 1 25tatami mats

25畳 30 Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

San no Ma
三の間 1 8tatami mats

8畳 — Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Tea Room
茶室 1 10.5tatami mats

10.5畳 — Inquire
応相談

Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Drawing Room
応接室 1 21 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Meeting Room
会議室 1 30 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Entrance
玄関 1 26 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Rotary
ロータリー — 300 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Japanese Garden
庭園 — 110 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Backyard
裏庭 — 140 — Inquire

応相談
Inquire
応相談

Inquire
応相談

For use involving food and 
beverages, please consult with us.

飲食を伴う利用については応相談

Please inquire about detailed conditions of use.　　　　　　　　    This is a residential area. Please be considerate of the surrounding neighbors.
利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。 　　　　　周辺は住宅地の為、近隣住民へのご配慮をお願いします。

2-17-30 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-0002 JAPAN
Contact : MAYEKAWA ASSOCIATES
　   TEL：+81-90-8586-9339
　E-mail：toshikatsu-matsumoto@mayekawa.co.jp

〒112-0002　
東京都文京区小石川2-17-30
https://re-place-koishikawa.net/
問合せ先：（株）前川設計（担当）松本
　   TEL：090-8586-9339
　E-mail：toshikatsu-matsumoto@mayekawa.co.jp

10 cars
乗用車10台の駐車スペースがあります。

Ichi no ma
一の間

Ni no ma
二の間

Meeting Room
会議室

San no ma
三の間

Backyard
裏庭

Tea Room
茶室

Japanese Garden
庭園

Drawing Room
応接室
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■	Please	contact	Tokyo	Unique	Venues	for	further	information	
on	conditions	such	as	cost,	availability	and	the	use	of	
acoustics,	lighting	and	flammable	materials.

	 All	information	is	as	of	March	2019	unless	otherwise	stated.	
Some	changes	may	occur	after	publication.

【ご利用に関するお願い】
・		料金や利用のできる時期、音響・照明・火気使用等の制限など、様々な条件の詳細
についてはお問い合わせください。

・	掲載情報は2019年３月現在のものです。

Tokyo	Unique	Venues
TEL:	+81-3-5579-8870
E-mail:	tokyouniquevenues@tcvb.or.jp
https://tokyouniquevenues.jp/

ユニークベニューワンストップ総合支援窓口（東京観光財団内）
TEL：03-5579-8870
E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp
https://tokyouniquevenues.jp/
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