




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’s 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8つの施設に加え、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 Open Air Architectural Museum 
江戸東京たてもの園 P22

◆ Aquarium　水族館
7  Tokyo Sea Life Park　葛西臨海水族園 P26

◆ City Hall　都庁舎
8   Tokyo Metropolitan Government 

No.1 Building South Observatory 
東京都庁 45階南展望室 P30

◆ Museums　美術館・博物館
9   The Sumida Hokusai Museum 

すみだ北斎美術館 P34
10  The Ueno Royal Museum　上野の森美術館 P36
11  The Japanese Sword Museum　刀剣博物館 P38
12  Suntory Museum of Art　サントリー美術館 P40
13  Yamatane Museum of Art　山種美術館 P42

◆ Temples & Shrine　神社仏閣
14  Nogi-jinja Shrine　乃木神社 P44
15  Ikegami Honmonji Temple　池上本門寺 P46
16  Eko-in Temple　回向院 P48
17  Daikyoji Temple　題経寺（柴又帝釈天） P50
18  Jindaiji Temple　深大寺 P52

◆ Outdoor Spaces　屋外空間
19  Fukutoku Garden　福徳の森 P54
20  TOKYO SKYTREE TOWN® 

東京スカイツリータウン® P56

21  Roppongi Hills Arena and Mohri Garden 
六本木ヒルズアリーナ・毛利庭園 P58

22  Toranomon Hills Oval Plaza 
虎ノ門ヒルズ オーバル広場 P60

23 ARK Karajan Place　アーク・カラヤン広場 P62
24 Otemachi Naka-dori Avenue　大手町仲通り P64

◆ Theme Parks & Aquarium　テーマパーク・水族館
25 Madame Tussauds TOKYO　マダム・タッソー東京 P66

26 KidZania Tokyo　キッザニア東京 P68

27 Yomiuriland　よみうりランド P70

28 Sanrio Puroland　サンリオピューロランド P72

29 TeNQ Space Museum　宇宙ミュージアムTeNQ P74

30  Sky Circus Sunshine 60 Observatory 
SKY CIRCUS サンシャイン60展望台 P76

31 Shinagawa Aquarium　しながわ水族館 P78

◆ Others　その他
32 3×3 Lab Future P80

33 Warehouse TERRADA　寺田倉庫 P82

34 Kanze Noh Theater　観世能楽堂 P84

35 Tokyu Plaza Ginza　東急プラザ銀座 P86

36 Oi Racecourse　大井競馬場（東京シティ競馬） P88

37  Forum, Fuji TV Building　フジテレビジョン「フォーラム」 P90

38 Kadokawa Daiei Studio　角川大映スタジオ P92

■ Please contact Tokyo Convention & Visitors Bureau for further information on conditions such as cost, 
availability and the use of acoustics, lighting and flammable materials.

 All information is as of March 2018 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2018年３月現在のものです。

Tokyo Convention & Visitors Bureau
TEL: +81-3-5579-8870
E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部
TEL：03-5579-8870
E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp
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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 landing
水上バス発着場

300-year pine square
三百年の松前

Kaboku-en Garden
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 House
芳梅亭

Naka-no-gomon gate
中の御門

　　▶　　 

Otemon gate
大手門
　　▶

Uchibori Square
内堀広場

Open Square
野外卓広場

Room / Space
主な施設

Size
 面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

300-year pine square
三百年の松前 1,000 250 500 17:30 - 21:30 Outdoors

屋外

Uchibori Square (Moat Square)
内堀広場 2,000 500 1,000 17:30 - 21:30 Outdoors

屋外

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

屋外

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 nearby  

the pond

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

rooms

Kaboku-en Garden
花木園休憩所 100 30 — 17:30 - 21:30

Outdoor wooden pavilion  
beside the garden

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。

1-1 Hama Rikyu-teien, Chuo-ku, Tokyo 104-0046 JAPAN
http://teien.tokyo-park.or.jp/en/hama-rikyu/index.html
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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
http://teien.tokyo-park.or.jp/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

20 cars after hours
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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。
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Kiyosumi Gardens
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
http://teien.tokyo-park.or.jp/en/kiyosumi/index.html
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒135-0024
東京都江東区清澄3-3-9
http://teien.tokyo-park.or.jp/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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Taisho Kinenkan Hall
大正記念館 475 90 130 17:30 - 21:30 Main hall with front garden

前庭は屋外

Ryotei Lodge
涼亭 40 30 — 17:30 - 21:30 Japanese style meeting room

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 Museum
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

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

Gallery 2
ギャラリー2 132 — — After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted

飲食不可

Annex Lobby, Terrace, Front garden
新館ロビー、テラス、前庭 165 — 80 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

Café
カフェ

Indoors
屋内 63 22

30 After hours*
開館時間外Outdoors

屋外 42 12

Restaurant
レストラン 108 48 80 After hours*

開館時間外

Garden Terrace
ガーデンテラス 152 — 50 After hours*

開館時間外
Outdoors

屋外

Lawn Garden, Japanese Garden, Western Garden
庭園（芝庭、日本庭園、西洋庭園） — — — After hours*

開館時間外
Food/Beverage not permitted

飲食不可

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。

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

〒108-0071
東京都港区白金台5-21-9
http://www.teien-art-museum.ne.jp/
庭園美術館に関する問合せ先：東京都庭園美術館
　TEL：03-3443-0201
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：03-5610-3500

5 cars, 1 bus, 1 space for persons with disabilities
乗用車5台、バス1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 
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
http://www.tobikan.jp/en/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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
http://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：03-5610-3500

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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

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

開館時間外
Outdoors

屋外

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

開館時間外
Outdoors

屋外

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

開館時間外
Inquire about ｆood/ｂeverage and layout

飲食・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 — 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 After hours*

開館時間外

2F Restaurant
2階レストラン 2 481 200 300 After hours*

開館時間外

Café
カフェ 1 103 50 50 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

2F

Gallery
ギャラリー ◀ South Entrance 

 南口

Yebisu Garden Place, 1-13-3 Mita, Meguro-ku, 
Tokyo 153-0062 JAPAN
http://topmuseum.jp/e/contents/index.html
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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）
http://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：03-5610-3500

Lobby
ロビー

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
ロビー 2 90 — 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。

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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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）

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 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
http://www.tatemonoen.jp/english
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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）
http://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：03-5610-3500

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。
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Tokyo Sea Life Park
葛西臨海水族園

26



27



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
http://www.tokyo-zoo.net/english/kasai/
Contact:  Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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
http://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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Tokyo Metropolitan Government  
No.1 Building South Observatory
東京都庁 45階南展望室
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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階南展望室で貸切パー

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。

Tokyo Metropolitan 
Government  
No.1 Building  
South Observatory
東京都庁 45階南展望室 
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South Observatory
南展望室

EV EV

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

Tokyo Metropolitan Government No.1 Building South Observatory
東京都庁 45階南展望室（第一本庁舎） 45 734 90 400 18:00 - 23:00

Scheduled to close for renovation from September 1, 2018 Please inquire about detailed conditions of use.
2018年9月1日から改修工事のため休室予定 利用条件等の詳細についてはお問い合わせください。
*The facility cannot be used during the renovations.
※改修工事中は利用できません。

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

Accessible restroom
多目的トイレがあります。 2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 

163-8001 JAPAN
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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：公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部
　TEL：03-5579-8870
　E-mail：tokyouniquevenues@tcvb.or.jp
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The Sumida Hokusai Museum
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 cocktails in the MARUGEN 100 reception hall. The Foyer on the 
third floor is available for events such as private exhibitions.

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）に

て立食パーティーをお楽しみいただけます。また3階のホワイエは展示会などにご利用いただけます。
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2-7-2 Kamezawa, Sumida-ku, Tokyo 
130-0014 JAPAN 
http://hokusai-museum.jp/english/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870 
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-7-2
http://hokusai-museum.jp/
問合せ先：すみだ北斎美術館 担当総務グループ
　TEL：03-6658-8931
　FAX：03-6658-8992
　E-mail： hm-info@hokusai-museum.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

MARUGEN 100 
(lecture room) 

（講座室）
1 123 — 70

  9：30 - 12：00
13：00 - 15：00
15：30 - 17：30
17：30 - 20：00

Foyer
ホワイエ 3 181 — — 18：00 - 20：00

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。

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 Museum
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 Convention & Visitors Bureau
　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 1 350 — 150 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 Convention & Visitors Bureau
　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：刀剣博物館 総務部 総務課
　TEL：03-6284-1000
　FAX：03-6284-1100
　E-mail：maita@touken.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

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

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。

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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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」を基本テーマ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。

Suntory Museum of Art
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）

Hours of use
利用時間

Hall, Terrace
ホール、テラス 6

Indoors
屋内 162

— 150 9:00 - 22:00
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
http://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
http://suntory.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

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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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/index.html
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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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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This historic Buddhist temple has kept an eternal flame burning in devotion for over 700 years. Banquets can 
be arranged at the Rouho Kaikan within the grounds of the temple. An event here offers a unique opportunity 
to enjoy strolling through a Japanese garden not normally open to the public.

700年余り法灯を守り続けている歴史ある池上本門寺。回遊式庭園「松濤園」で庭園美を堪能した後は、朗峰会館でのパーティーを 

お楽しみください。

Ikegami Honmonji Temple
池上本門寺
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1-1-1 Ikegami, Ota-ku, Tokyo 146-8576 JAPAN
http://honmonji.jp/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870  　 
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒146-8576
東京都大田区池上1-1-1
http://honmonji.jp/
問合せ先： 池上本門寺 
　TEL：03-3752-2331   
　FAX：03-3752-3350
　E-mail：info@honmonji.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

Rouho Kaikan (Restaurant)
朗峰会館（レストラン） 1 991 150 250 Inquire

応相談

Rouho Kaikan (Kujaku Room)
朗峰会館(孔雀の間) 3 133 40   70  10：00 - 17：00

Rouho Kaikan (Rouho Room)
朗峰会館(朗峰の間） 4 433 300 400  10：00 - 17：00

Shotoen Garden
松濤園 1 — — — —

Outdoors
Food/Beverage not permitted

Not open to the public
屋外/飲食不可/一般非公開

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。

100 cars, 10 buses (reservation required), 
spaces for persons with disabilities
乗用車100台、バス10台（要予約）、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。

Nio—-mon gate
仁王門

Five-story 
Pagoda
五重塔

Shotoen
Garden
松濤園

Rouho Kaikan 
Building

朗峰会館

▲
Main Gate

総門

Honden
(Main hall)

本殿

Founder’s Hall 
(Soshi-do)
大堂

（祖師堂）
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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年の歴史を誇り、相撲ゆかりの寺としても有名な回向院。本堂で講話を聴いた後、念仏堂の1階でセミナーや展覧会などの 

イベントを、2階の客殿を利用して夕食会を開催できます。

Eko-in Temple
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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Kyakuden Room
客殿 2 76 60 — Inquire

応相談
Japanese style
meeting room

Nenbutsudo Room
念仏堂 1 81 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。

2-8-10 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo 130-0026 
JAPAN
http://ekoin.or.jp
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒130-0026
東京都墨田区両国2-8-10
http://ekoin.or.jp
問合せ先： 公益財団法人東京観光財団  

コンベンション事業部
　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
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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 Temple
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 Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

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

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

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： 公益財団法人東京観光財団　 

コンベンション事業部
　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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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 Temple
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
http://www.jindaiji.or.jp/language/english.pdf
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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
http://www.jindaiji.or.jp/
問合せ先：深大寺受付
　TEL：042-486-5511
　FAX：042-483-6969
　E-mail：desk-jindaiji@jcom.zaq.ne.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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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 Garden
福徳の森
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2-5-10 Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022 JAPAN
https://muromachi-area.jp/event/fukutokunomori
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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/event/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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Private hire area
福徳の森 300 — 250 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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TOKYO SKYTREE TOWN®
東京スカイツリータウン®

TOKYO SKYTREE TOWN is a commercial complex centered on TOKYO SKYTREE®, the world’s tallest 
broadcasting tower. This is one of the most famous tourist attractions in Japan, and any event held here is 
bound to be a talking point. A casual party can be arranged in the Dome Garden right at the base  
of the tower.

世界一高い電波塔「東京スカイツリー®」を中心とした複合施設。日本国内でも有数の観光シンボルのすぐ足元で、様々なアイデアを盛

り込んだイベントが開催できます。ドームガーデンでは東京スカイツリーを真上に眺めながらのパーティーをお楽しみいただけます。

©TOKYO-SKYTREETOWN
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TOKYO SKYTREE TOWN 1-1-2 Oshiage, 
Sumida-ku, Tokyo 131-0045 JAPAN
http://www.tokyo-skytreetown.jp/english/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: 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
http://www.tokyo-skytreetown.jp/

（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 SC事業部
　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-mail：space-info@tobutown-solamachi.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

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

屋外

Space634
スペース634 5 340 140 210 10:00 - 21:00

Farm Garden
ファームガーデン 5 200 100 150 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 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。

 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

57



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 
Mohri Garden
六本木ヒルズアリーナ・ 
毛利庭園
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6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6155 JAPAN
http://mice.roppongihills.com/en/facility/rha
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒106-6155
東京都港区六本木6-10-1
http://mice.roppongihills.com/ja/facility/rha
問合せ先： 森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部  

六本木ヒルズ運営グループ
　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
利用時間

Remarks
備考

Roppongi Hills Arena
六本木ヒルズアリーナ 1,120 300 600 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 
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
http://mice.roppongihills.com/en/other_mice/toranomon/oval
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-23-1
http://mice.roppongihills.com/ja/other_mice/toranomon/oval
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）

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　  31

150 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 Café
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.

六本木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 
アーク・カラヤン広場
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1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6001 
JAPAN
http://mice.roppongihills.com/en/other_mice/
arkhills/karajan 
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒107-6001
東京都港区赤坂1-12-32
http://mice.roppongihills.com/ja/other_mice/
arkhills/karajan 
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）

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 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 Avenue
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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

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

応相談
Outdoors 

屋外

Atrium
アトリウム 1   100   50   80 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
http://www.otemachi-financialcity.jp/english
Contact: DMO TOKYO Marunouchi 
　E-mail: info@tokyo-marunouchi.jp

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-7
http://www.otemachi-financialcity.jp
問合せ先：DMO東京丸の内
　FAX：03-3287-5840
　E-mail：info@tokyo-marunouchi.jp
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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 TOKYO
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

Private hire
館内貸切 1,700 50 150 17：00 - 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。

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

〒135-8614
東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック 
ららぽーと豊洲 NORTH PORT
http://www.kidzania.jp/tokyo/
問合せ先：KCJ GROUP株式会社 

「キッザニア東京」事業部 営業部
　TEL：0570-06-4646　
　FAX：03-3533-2652
　E-mail：info@kidzania.jp

Room / Space
会場名

Size
面積（㎡） Seated 

着席（名）
Standing
立食（名）

Hours of use
利用時間

Private hire 
館内貸切 6,000 — 1,200 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

Airplane
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 
corridor
渡り廊下Connecting 

corridor
渡り廊下

Connecting 
corridor
渡り廊下

Connecting 
corridor
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 10:00 - 20:00 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.
                    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
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1-31 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8588 JAPAN
https://en.puroland.jp/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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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This exciting museum provides guests with exhilarating and breathtaking views of our universe. TeNQ offers 
thrilling perspectives on outer space, using huge and dynamic 4K screens and projection mapping, making 
this a great venue to host your cocktail party. Take advantage of having the exclusive use of the entire facility 
and present your guests with a matchless experience of the universe. Other exciting options include lectures 
using a 200 inch screen and events in the 1,000 square meter Science and Imagination area.

東京ドームシティにある宇宙ミュージアムTeNQは、宇宙を身近に感じられるエンターテイメント施設です。超大型4K映像やプロ

ジェクションマッピングによる演出を楽しめる全館貸切のパーティーが可能です。

TeNQ Space Museum 
宇宙ミュージアムTeNQ

74



Yellow Building 6F, Tokyo Dome City, 1-3-61 Koraku, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004 JAPAN
https://www.tokyo-dome.co.jp/en/tourists/tenq/
Contact:  Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒112-0004
東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル6階
https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/
問合せ先： 株式会社東京ドーム 営業推進部 MICEグループ
　TEL：03-5684-4406
　FAX：03-3817-6204
　E-mail：mice@gms.tokyo-dome.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

Private hire
全館貸切 6 2,600 — 200 Opening hours

開館時間内
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。

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。

Accessible restroom
多目的トイレがあります。

▶

Theater Sora
シアター宙

Science
サイエンス

Imagination
イマジネーション

Tunnel Zero
トンネル 0

Starting
Room

はじまりの部屋
Entrance

入口
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On the 60th floor of a prime site in the bustling Ikebukuro area, Sky Circus Sunshine 60 Observatory offers a 
visual experience unlike any you’ve seen before. A full circle panorama of the city provides unparalleled views 
of the metropolis, including such symbols as Tokyo Tower and TOKYO SKYTREE®. There are seven zones 
featuring cutting-edge technology, including virtual reality. This uniquely versatile observatory is available in 
its entirety to host your event or party. Its cafe and multi-purpose space may also be used separately. 

地上60階の遊べる展望台、SKY CIRCUS。「見て、触れて、感じて、驚く」新しいタイプの展望台です。併設のカフェと多目的 

スペースを利用したパーティー、展望台全体の貸切のイベントなどにご活用ください。

Sky Circus Sunshine 60 Observatory
SKY CIRCUS サンシャイン60展望台
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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
全館貸切 60 1,980 — 500 Inquire

応相談
Inquire about food/beverage

飲食応相談

Cafe 
カフェ 60 200 80 100 10:00 - 21:00

Multi-purpose space
多目的スペース 60 100 — 100 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。

Pay parking nearby
サンシャインシティ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。

Sunshine 60, 3-1 Higashi Ikebukuro, 
Toshima-ku, Tokyo 170-8630 JAPAN
http://www.skycircus.jp/english/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1 サンシャイン60ビル60階
http://www.skycircus.jp/
問合せ先：SKY CIRCUS サンシャイン60展望台
　TEL：03-3989-3457
　FAX：03-5950-0991
　E-mail：skycircus@sunshine-ep.co.jp

Multi-purpose space
多目的スペース

Cafe
カフェ

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV

EV

▼
Entrance 入口

出口
▲

Exit
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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
http://www.aquarium.gr.jp/en/index.html
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒140-0012 
東京都品川区勝島3-2-1
http://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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3×3 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 JX Building 1F, 1-1-2 Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 JAPAN
http://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・JXビル1階
http://www.33lab-future.jp/
問合せ先：3×3 Lab Future（さんさんらぼふゅーちゃー）
　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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

Salon 
サロン 1 175 60 100 9:00 - 21:00

Future Café 
フューチャーカフェ 1   26 10   15 9:00 - 21:00 Kitchen available

キッチンあり

Meeting Room 
CO2の部屋 1   16   6 — 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。

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 TERRADA
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 Convention & Visitors Bureau
　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
http://www.terrada.co.jp/ja/
問合せ先：寺田倉庫 イベントチーム
　TEL：03-6866-1110
　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 — 500 9:00 - 18:00

G1-5F 5 1,367 — 600 9:00 - 18:00

T-ART HALL 2 301 — 100 9:00 - 18:00

TERRATORIA 2 294 — 150 9:00 - 18:00

OMBRE 2 21 — — 9:00 - 18:00 Tearoom
茶室

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

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
T-ART HALL
TERRATORIA
OMBRE

Warehouse TERRADA
寺田倉庫

B&C
HALL
1-2F
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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。本格的な能演舞、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
http://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
http://kanze.net/en/publics/index/
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。
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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 contemporary interior of the KIRIKO 
LOUNGE, with its 27 meter atrium, may be used for parties and receptions. 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6階KIRIKO LOUNGEと屋上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 Ginza
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）

Hours of use
利用時間

Remarks
備考

KIRIKO LOUNGE 6 160   70 120 11:00 - 21:00

KIRIKO TERRACE
（GREEN SIDE）

Rooftop
屋上 540   80 120 11:00 - 21:00

Outdoors
Inquire about food/beverage

屋外/飲食応相談

KIRIKO TERRACE
（WATER SIDE)

Rooftop
屋上 290 100 150 11:00 - 21:00

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
http://ginza.tokyu-plaza.com/en/
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒104-0061
東京都中央区銀座5-2-1
http://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_Info@tokyuland-scm.co.jp

EV KIRIKO TERRACE
(GREEN SIDE)

Rooftop
屋上

6F

KIRIKO LOUNGE

KIRIKO TERRACE
(WATER SIDE)

Cafe
カフェ
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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. For an indoor event, there is a private suite 
in the grandstand with a bird’s-eye view of the finish line.

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。屋内観覧席では、レース観戦とパーティーをお楽しみください。

Oi Racecourse
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 Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

〒140-0012
東京都品川区勝島2-1-2
http://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）

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
Outdoors

屋外

L-WING (Wing Hall)
Ｌ-ＷＩＮＧ ウイングホール 5 157 75 100 Inquire

応相談

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

応相談

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

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。

Racecourse
馬場

UMILE
SQUAREL-WING

Paddock
         パドック

Number 4
Grandstand
4号スタンドFront Gate

正門

▲
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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 a thousand attendees. Your guests can enjoy the view, including Tokyo Tower 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 Building
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
http://www.fujitv.co.jp/en/visit_fujitv.html
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　TEL: +81-3-5579-8870
　E-mail: tokyouniquevenues@tcvb.or.jp

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

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）

Hours of use
利用時間

Forum
フォーラム 22 750 400 600

Sat., Sun., Holidays
土日祝

10:00 - 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。

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://www.kd-st.co.jp
Contact: Tokyo Convention & Visitors Bureau
　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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