
 

No 施設名称 施設所在地 施設方書 施設電話番号 許可日 種別 業種 

1 Ｋ２ 北沢二丁目２１番２２号 （ｔｅｆｕ） ｌｏｕｎｇｅ ２階  令和3年12月24日 映画館 興行場 

2 三軒茶屋中央劇場 三軒茶屋二丁目１４番５号  3421-4610 昭和62年10月9日 映画館 興行場 

3 １０９シネマズ二子玉川 シアター１ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

4 １０９シネマズ二子玉川 シアター２ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

5 １０９シネマズ二子玉川 シアター３ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

6 １０９シネマズ二子玉川 シアター４ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

7 １０９シネマズ二子玉川 シアター５ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

8 １０９シネマズ二子玉川 シアター６ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

9 １０９シネマズ二子玉川 シアター７ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

10 １０９シネマズ二子玉川 シアター８ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

11 １０９シネマズ二子玉川 シアター９ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

12 １０９シネマズ二子玉川 シアター１０ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ．テラス
マーケット３・４階 5797-2310 平成27年4月17日 映画館 興行場 

13 ＴＯＬＬＹＷＯＯＤ映画館 代沢五丁目３２番５号 シェルボ下北沢２Ｂ 3414-0433 令和2年7月15日 映画館 興行場 

14 下高井戸シネマ 松原三丁目２７番２６号  3328-1008 平成10年4月1日 映画館 興行場 

15 ザ・スズナリ 北沢一丁目４５番１５号  3469-0511 平成12年12月1日 演劇場 興行場 

16 シアター７１１ 北沢一丁目４５番１５号  3469-9711 平成21年6月1日 演劇場 興行場 

17 「劇」小劇場 北沢二丁目６番６号  3466-0020 平成9年9月17日 演劇場 興行場 

18 小劇場 Ｂ１ 北沢二丁目８番１８号   平成26年1月31日 演劇場 興行場 

19 下北沢 本多劇場 北沢二丁目１０番１５号  3468-0030 昭和57年11月6日 演劇場 興行場 

20 小劇場 楽園 北沢二丁目１０番１８号 藤和下北沢ハイタウンＢ棟Ｂ１ 3466-0903 平成19年3月14日 演劇場 興行場 
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21 駅前劇場 北沢二丁目１１番８号  3414-0019 昭和59年11月27日 演劇場 興行場 

22 下北沢ＯＦＦ・ＯＦＦシアター 北沢二丁目１１番８号 ＴＡＲＯビル３Ｆ 3424-3755 平成13年2月28日 演劇場 興行場 

23 東京ノーヴィ・レパートリーシアター 北沢二丁目１３番６号 第一マツヤビル３Ｆ  平成19年11月5日 演劇場 興行場 

24 ＡＰＯＣシアター 桜丘五丁目４７番４号 ２Ｆ 6321-7690 平成26年11月12日 演劇場 興行場 

25 世田谷パブリックシアター 太子堂四丁目１番１号 キャロットタワー 5432-1500 平成9年1月8日 演劇場 興行場 

26 シアタートラム 太子堂四丁目１番１号 キャロットタワー 5432-1500 平成9年1月8日 演劇場 興行場 

27 東演パラータ 代田一丁目３０番１３号  3419-2871 平成27年5月25日 演劇場 興行場 

28 駒沢オリンピック公園総合運動場 
体育館 駒沢公園１番１号  3421-6121 昭和43年6月4日 スポーツ施設 興行場 

29 駒沢オリンピック公園総合運動場第
二球技場 駒沢公園１番１号  3421-6121 昭和43年10月2日 スポーツ施設 興行場 

30 駒沢オリンピック公園総合運動場陸
上競技場 駒沢公園１番１号  3421-6121 昭和40年3月13日 スポーツ施設 興行場 

31 駒沢オリンピック公園総合運動場 
屋内球技場 駒沢公園１番１号  3421-6120 平成29年6月26日 スポーツ施設 興行場 

32 駒沢オリンピック公園総合運動場 
第一球技場 駒沢公園１番１号  3421-6120 平成29年6月26日 スポーツ施設 興行場 

33 駒沢オリンピック公園総合運動場 
硬式野球場 駒沢公園１番１号  3421-6121 令和元年8月29日 スポーツ施設 興行場 

34 世田谷区立玉川区民会館別館（上
用賀アートホール） 上用賀五丁目１４番１号 １０２号 3708-4455 平成27年2月19日 多目的使用施設 興行場 

35 しもきたドーン 北沢二丁目２５番８号 東洋興業ビル３階３Ｂ－２  令和4年12月5日 多目的使用施
設 興行場 

36 北沢タウンホール 北沢二丁目８番１８号  5478-8006 平成2年11月2日 多目的使用施
設 興行場 

37 世田谷区立砧区民会館 成城六丁目２番１号 世田谷区砧総合支所内 3482-2001 平成21年4月24日 多目的使用施設 興行場 

38 世田谷区民会館 世田谷四丁目２１番２７号  5432-2837 昭和34年3月27日 多目的使用施設 興行場 

39 学校法人昭和女子大学 人見記念
講堂 太子堂一丁目７番５７号  3410-5120 平成19年10月30日 多目的使用施

設 興行場 

40 オーキッド ミュージック サロン 玉川二丁目２番１号 二子玉川ライズ バーズモー
ルＢ１ 5797-5415 平成27年1月20日 多目的使用施設 興行場 
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41 アレーナホール 玉川三丁目１６番２号  3709-2222 平成6年5月19日 多目的使用施
設 興行場 

42 世田谷区立教育センター プラネタ
リウム 弦巻三丁目１６番８号  3429-0811 平成27年3月6日 多目的使用施

設 興行場 

43 世田谷区立玉川区民会館ホール 
玉川せせらぎホール 等々力三丁目４番１号  3702-1675 令和3年1月8日 多目的使用施

設 興行場 

44 世田谷区立中町ふれあいホール 中町四丁目２１番１号  3701-5667 平成28年3月4日 多目的使用施
設 興行場 

45 東京アポロシアター 松原五丁目２７番１０号   令和4年9月22日 多目的使用施
設 興行場 

46 世田谷区立 世田谷文学館 南烏山一丁目１０番１０号  5374-9115 平成7年3月30日 多目的使用施
設 興行場 

47 世田谷区立烏山区民センター 南烏山六丁目２番１９号  3326-3511 昭和54年9月29日 多目的使用施設 興行場 

48 ｉＴＳＣＯＭ ＳＴＵＤＩＯ＆ＨＡＬＬ 二
子玉川ライズ 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズ２Ｆ 6732-7340 平成27年4月15日 その他（集会場） 興行場 
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