
100名以下のサロン

会場名 最寄駅 席数 飲食 申し込み期間
会場費：目安

（休日朝～夕方まで借りた場合）
ピアノ ピアノ使用料 WEBアドレス 備考

スタジオカサモト 渋谷 20 可 １日：30,000 グランドピアノ http://www2.odn.ne.jp/studio-kasamoto/
かふぇ＆ほーる with遊 荻窪 20～40 可 20,000 YAMAHA グランドピアノ　（C-1） 1,000／1時間 http://cafewithyou.web.fc2.com/hall.html

サロンガイヤール 曙橋 25 可 28,000 グランドピアノ 会場費に含む http://gaillard.jp/

music studio MAYS 東松原 25 不可 １年前 28,000
スタインウェイ(ハンブルグ製) グランドピアノ

A-188　1967年製
http://studiomays.com/ 会員登録必須

Space ofbyfor 調布からバス 30 可
３時間まで　7,000円

以後１時間につき　2,000円
ベヒシュタイン　アカデミー190　奥行き190cm

演奏者2名まで 600円／時
演奏者3名以上 1,000円／時

http://www.ofbyfor.net/
10名以上入室になる利用では、午
後７時には、退室

LOVERSION（ラバージョ
ン）音楽サロン

上野 30 可 58,000
スタインウェイグランドピアノ

（1987年度　ニューヨーク製　B211）
10,780 http://www.loversiontokyo.com/

狛江オルテンシア 和泉多摩川 30 可 24,000 ヤマハC-1 １時間1000円 http://komae-hortensia.com/index.html
カーサ・モーツァルト 原宿 30～40 不可 6か月前 42,000 ベヒシュタイン S 10,000 http://casamoz.org/

ピアノラウンジ[リスト] 北千住 40 許可必要 6ヶ月前の１日 全日：18,000 シュタイングレーバー　170 7,600
http://www.art-

center.jp/tokyo/lounge/chara.html
防音室ではありませんので、外部
の音が入ります

ピアノラウンジ[ショパン] 北千住 40 許可必要 6ヶ月前の１日 全日：18,000 ザウター　185chip 7,600
http://www.art-

center.jp/tokyo/lounge/chara.html
防音室ではありませんので、外部
の音が入ります

名曲喫茶カデンツァ 本郷3丁目 40 持ち込み１人500円
3時間　15,000円
お一人様　500円

グランドピアノ https://cadenza.amebaownd.com/

ヒロミュージックスクール
ホール

井荻 40 26,400
YAMAHA CF

Steinway C
https://www.hiro-ms.com/hall/

プリモ芸術工房 洗足 40～50 不可 12か月前 39,000 ニューヨークスタインウェイ S-155　1936年製 10,000 http://primoart.jp/
北参道ストロボカフェ 北参道駅・代々木駅 40～50 可 50,000 グランドピアノYAMAHA G2 1971年製 http://strobe-cafe.com/kitasando/about/ ドリンク代500円

かん芸館 荻窪 45 追加料金で可 22,050
ヤマハG3

プレイエル
ヤマハG3　　3,150円/h
プレイエル　 5,250円/h

http://kangeikan.jp/

BON ART 本郷三丁目 46 可 お一人様2,800円～ グランドピアノ https://cafebonart.owst.jp/
※30名様以上のパーティコースの
ご予約が条件

チェレステ・スタジオ松濤 渋谷 50 追加料金で可 38,500 グランドピアノ　G２ 会場費に含む http://musica-celeste.com/celeste-studio

音楽室 ゆらぎ 成増 50 応相談
6カ月前より1カ

月まで
66,000

スタインウェイ社製
コンサートグランドピアノ 型番：D-274

会場費に含む http://yuragi-music.com/index.html ハープ・オルガンあり

音楽堂ano ano 大塚 50 要相談
入場料売上の70%を出演者側が受
け取り、30%は当ホールが頂きます

グランドピアノ http://www.anoano.net/music/

音楽サロン
“パパゲーノ”

中井 50 可
30,000

9:00～22:00
サロン使用 ＆ ピアノ使用

BOSTON PIANO GP-215 1.000円/1h http://salon-papageno.com/index.html

芸術家の家 目黒 50 全日貸し30,000 スタインウエイ・グランドＳ型 6,000 http://dum-umelcu.jp/
榎の樹ホール 本駒込 50 可 40,000 アップライトピアノ 無料 https://enokihall.jp/wp/
バッハはうす 50 44,000 K.KAWAI NX-40 500円／1回 http://www.shitsunaigaku.com/bachhouse/

自由が丘オペラハウス 自由が丘 53 可 18か月前 57,000 スタインウェイD型（ニューヨーク製） 15,000 http://www.tspi.co.jp/service/ 4時間以上

ソフィアザール 駒込 55 追加料金で可 １年前 60,000 ヤマハC5 会場費に含む
http://www.sam.hi-

ho.ne.jp/happyendoh/top.files/top.html
Symphony Steinway Hall 門前仲町 60 可 28,000 NYスタインウェイB型１９８５ 会場費に含む http://www.symphonysalon.com/

幡ヶ谷駅直結ビルに
貸スタジオ

幡ヶ谷 60 33,600 YAMAHA S400B 525／h http://the-station-studio.com/ コンサートは追加料金　5.250円

スタジオ・エルミタージュ 下井草 60 35,000 YAMAHA C3 アーティスチック　エディション 会場費に含む http://www.st-hermitage.com/salon.html

下北沢クラシックホール
“リアン”

下北沢 60 １年前 90,000 ベーゼンドルファー２００
1区分：8,000円

（長期予約及び終日使用
13,000円）

https://shimokitazawa-lien.com/

hall60
ホールソワサント

原宿 60 １年前 66,000 スタンウェイB 11,000 http://hall60.com/index.html

サロン・テッセラ 三軒茶屋 60～80 追加料金で可 １年前 65,000
スタインウェイC型227

ヤマハC5 （ドイツレンナー社製ハンマー使用）
会場費に含む

２台の場合は追加料金
http://www.salon-tessera.com/home.html

カルラホール 経堂 70 不可 40,000
Steinway & Sons Full Concert　D-274 Hamburg

Steinway & Sons Grand Piano　NewYork 1893年
製

会場費に含む http://www.karurahall.com/
チラシ 100枚、チケット 70枚、プロ
グラム 70部の印刷。録音・録画の
いずれか片方　付き

雑司ヶ谷音楽堂 雑司が谷 70 可 53,000 スタンウェイB型 12,000 http://zoshigayaongakudo.music.coocan.jp/
Salone Fontana

（サローネ　フォンタナ）
成城学園前 70 事前連絡 50,000 ベーゼンドルファ 会場費に含む http://salonefontana.jp/

美竹清花さろん 渋谷 70 制限あり １年前 72,000
スタンウェイ&サンズ社（ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ）B-211

マホガニー艶出仕上 （1989年）
15,000 https://mitakesayaka.com/

紀尾井町サロンホール 麹町・永田町 80 許可必要
24ヶ月前

同日11：00より
時間先着順

70,000 Steinway　D-274 15,000 http://www.ark-home.jp/hall/

スタジオ
ヴィルトゥオージ

大久保・新大久保 80 相談 36,000 ＹＡＭＡＨＡ Ｃ７ 2,000／1時間 http://studiovirtuosi.nomaki.jp/

サロン・ド・パッサージュ 江戸川橋 80 追加料金で可
１年前の同月1

日の11時
38,000 スタインウェイＢ型 18,000 http://pianopassage.jp/ 入場料で金額変動

日仏文化協会
汐留ホール

汐留 80
ラウンジ・ギャラリーのみ

規定あり
1年前の同日よ

り
76,000 スタインウェイB-211 20,000 http://www.ccfj.com/hall/index.html

汐留ベヒシュタインサロン
S.Sザール１

汐留 80
1年前の同日よ

り
78,000 C.BECHSTEIN D-280 12,000

https://www.euro-
piano.co.jp/dealer/shiodome/

会員登録必須
1,000円（年会費無料）

sonorium
（ソノリウム）

永福町 100 休憩中・終了後のみ可能
2年前同日より

予約受付
40,000

55,000（付帯設備利用料）
ハンブルグ　スタインウエイD-274 25,000 http://www.sonorium.jp/index.html

l'atelier by APC 渋谷 100
40,000

＋800/1名
Shigeru KAWAI SK- 5 http://www.latelierbyapc.com/latelier/

料金のプランが選べる
小さな貸しスタジオもあり

アトリエ　ムジカ 代々木 100 51,000 ベーゼンドルファー200 8,000／1区分 http://home.att.ne.jp/kiwi/musica/

アーティストサロン
“Dolce” 東京

新宿 100 3ヶ月前 99,000 スタインウェイ O型 20,000 https://www.dolce.co.jp/salon/tokyo/
弊社取り扱いの管楽器のご使用が
ない内容でのご利用はいただけま
せん。

やなか音楽ホール 西日暮里 100 許可必要 82,000 スタインウェイ B-211 会場費に含む http://www.yanaka-music.jp/
受付時間を火曜から金曜日の13時
～16時
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