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※各ライブハウスのスケジュールについては、ホームページで確
認を　※「MAP番号」は、28～29ページの地図を参照ください。
その下の記載は「最寄り駅名」です

CLUB Que

住所 世田谷区北沢2-5-2、  
 ビッグベンビル地下2階
アクセス   小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅徒歩3分
営業時間 イベントにより異なる  
 ※BARタイム 23:00～28:00
定休日 不定休
TEL 3412-9979
http://www.ukproject.com/que/

【用途】ライブハウス、クラブ
【定員】280人
【料金】ホームページで確認を

下北沢で1994年から営業するライブハウス。RIZE、
thee michelle gun elephantなどの有名ロックバ
ンドを多数輩出しています。同店ホームページの
「HISTORY」を見ると、驚くようなアーティスト名がず
らりと並びます。週末はライブ終了後DJクラブとして
深夜まで営業。2015年7月にリニューアルオープン。

MAP 55

下北沢

施 情設 報

　バンドマンの聖地、下北沢。東京の音
楽シーンを牽引する老舗ライブハウスが
あり、この地を拠点にしているミュージシ
ャンも多数。また、ここからメジャーデビ
ューを果たしたミュージシャンも。その中
から今回は、第26回下北沢音楽祭の協力
ライブハウスを紹介します。出演希望の人
もライブに行きたい人も、ぜひ参考に。未
来のスターを発掘できるかもしれません。

第26回下北沢音楽祭　ライブハウス特集

写真上／CLUB Que　
写真下／musicbar rpm
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施設情報

CLUB251

住所 世田谷区代沢5-29-15、  
 SYビル地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線
 下北沢駅徒歩5分
営業時間 イベントにより異なる
定休日 なし
TEL 5481-4141
http://www.club251.com/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング300人、着席50人
【料金】応相談
【申し込み】電話で（16:00～22:00）

1993年のオープン以来独自のスタンスを貫き、数多
くのアーティストを生み出しています。DJイベントや
深夜のバータイムには下北沢ゆかりのミュージシャン
も集う、シモキタの裏中心地。同ビル1階にはライブ
バー「440（four forty）」、2階には「ANDY'S STUDIO」
があります。

MAP 57

下北沢

440（four forty）

住所 世田谷区代沢5-29-15、  
 SYビル1階
アクセス   小田急線・京王井の頭線
 下北沢駅徒歩5分
営業時間 ライブ＆バータイム～26:00
定休日 なし
TEL 3422-9440（16:00から）
http://www.440.tokyo/

【用途】ライブハウス
【定員】80人
【料金】イベントにより異なる
【申し込み】電話で（16:00から）

オープンカフェ風の明るく居心地のいい空間。アコー
スティックを中心に、着席で楽しめるライブを毎日開
催しています。地元民が集うランチタイムや、お酒も
料理も充実した大人のバーなど、シーンごとに多彩な
魅力が。地下はライブハウス「CLUB251」。

MAP 56

下北沢
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BAR? CCO

住所 世田谷区代沢5-32-10、  
 地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線   

下北沢駅徒歩4分
営業時間 19:00～27:30　   
 日曜・祝日は19:00～25:00
定休日 なし
TEL 3414-2444（18:30から）
http://www.cotoc.co.jp/sche/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング40人、着席30人
【料金】イベントにより異なる
【申し込み】電話で（18:30から）

イタリアやスペインのバル（BAR）スタイルで、ワイン
や料理とともにアコースティック中心のライブが楽し
める小さなライブバー。ライブ後も常連でにぎわうア
ットホームな店。DJセット、プロジェクターもあり貸
し切りパーティーにもぴったりなサイズ感です。

MAP 60

下北沢

下北沢 GARAGE

住所 世田谷区北沢3-31-15、  
 地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線 
 下北沢駅徒歩5分
営業時間 公演により異なる
定休日 不定休
TEL 5454-7277
FAX 5454-7278
メール info@garage.or.jp
http://www.garage.or.jp

【用途】ライブハウス
【定員】180人
【駐車場】なし
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メール、ホームページで

下北沢駅北口唯一のライブハウスとして1994年オー
プン。以来、若手から著名人までさまざまなバンドが
ステージに立ち、東京のインディーズシーンをリード。
ACIDMAN、Base Ball Bearなど多数のアーティスト
を輩出してきました。ライブレコーディングにも対応。

MAP 3

下北沢
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施設情報

風知空知

住所 世田谷区北沢2-14-2、  
 JOW3ビル4階
アクセス   小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅徒歩3分
営業時間 18:00～26:00　   
 ※ライブ営業はイベントによって変動
定休日 火曜
TEL 5433-2191
FAX 5433-2192
http://fu-chi-ku-chi.jp/

【用途】ライブハウス
【定員】50人
【料金】問い合わせを
【申し込み】電話で下北沢CLUB Queの「UKプロジェクト」がプロデュー

スする、おいしいごはんと音楽をゆったりと楽しめる
お店。濃密でリラックスしたライブが人気です。弾き
語りワンマンやアコースティック、DJ、トークなどさ
まざまなイベントを開催しています。

MAP 59

下北沢

下北沢GARDEN

住所 世田谷区北沢2-4-5、  
 mosia 地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線 
 下北沢駅徒歩2分
営業時間 13:00～21:00
定休日 年始
TEL 3410-3431（13:00～21:00）
FAX 3410-3432
メール garden@rawtic.com
http://gar-den.in/

【用途】ライブハウス
【定員】500人
【料金】電話で確認を
【申し込み】電話、FAX、Eメールでエリア最大キャパを誇る大型ライブハウス。レンガタ

イルに囲まれた地下フロアはオーディエンスとの一体
感が。客席には、見やすさを重視して段差が設けら
れています。音質にもこだわったホール設計で、骨太
なロックを軸としながら、アコースティック、ジャズ
などオールラウンドに対応。

MAP 58

下北沢
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下北沢　ReG

住所 世田谷区代沢5-30-10、  
 アール下北沢地下1階
アクセス   小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅徒歩6分
営業時間 13:00～23:00
定休日 なし
TEL 6450-9346
FAX 3412-2220
メール info@reg-r2.com
http://www.reg-r2.com

【用途】ライブハウス
【定員】230人
【設備】防音、音響拡声、ビデオプロジェクター
【駐車場】なし
【料金】電話で確認を
【申し込み】電話、メールで

地下1階ライブハウス（音楽）・1階レンタルスペース
（展示会・トークライブ）、2階カフェ、3階フォトスタ
ジオを配備し、多岐に渡る分野で展開。自信の音響と
照明システムを完備し、スタッフ一同熱い気持ちで出
演バンドをサポートします。

MAP 5

下北沢

Com.Cafe音倉

住所 世田谷区北沢2-26-23、  
 EL NIU地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅徒歩2分
営業時間 ライブタイム18:30～22:00  
 ランチタイム11:00～16:00
定休日 月曜（祝日の場合は営業、  
 翌火曜日休）
TEL 6751-1311
メール info@otokura.jp
http://www.otokura.jp/

【用途】ライブハウス
【定員】着席70人
【料金】ホームページから問い合わせを
【申し込み】ホームページから

心と体にやさしい音楽、アート、食事を楽しめるコミ
ュニティカフェ。音響・照明、グランドピアノを備え、
アコースティック系ライブを中心に毎日イベントを開
催。気軽に出演できる「オープンマイク」イベントも不
定期で開催しています。

MAP 62

下北沢
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musicbar rpm

住所 世田谷区北沢2-7-5、  
 下北沢プラッツ地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅徒歩4分
営業時間 19:00～27:00　   
 ※22:00～27:00はバータイム
定休日 1/1～3
TEL 5454-0179
メール rpmshimokita@gmail.com
http://www.rpmshimokita.com/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング50人、着席30人
【料金】ホールレンタル 4時間4万円から
【申し込み】電話、Eメール、ホームページから本多劇場近くにあるミュージックバー。旧「LIVE＆

BAR COLORED JAM」が2014年にリニューアル。ラ
イブセッションを中心に音とお酒を楽しめる空間で
す。火曜のジャムセッションは幅広い出会いがあるの
も魅力。練習場としてスタジオ貸しもしているので問
い合わせを。

MAP 61

下北沢

写真左上／風知空知　写真左／風知空知テラス　
写真右／下北沢GARDENでのライブの様子


