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acoustic live bar RHAPSODY下北沢

昨年4月にオープンのアコースティックライブバ
ー。店名の由来はRCサクセションの歴史的名盤

「RHAPSODY」。ハワイや西海岸のサーファーズハウ
スを思わせるおしゃれな内装。ビールの種類も充実。 
11:00～16:00はランチ営業も。昼のイベント、貸し
切りパーティーも相談を。

MAP 85

下北沢

住所 世田谷区北沢2-1-7  
 ハウジング北沢ビルⅡ5階
アクセス  小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅南口徒歩4分
営業時間 18:00～深夜
定休日 不定休
TEL・FAX 5656-3511   
メール info@rhapsody.tokyo  
http://rhapsody.tokyo/

【用途】ライブハウス
【定員】着席40人（＋立ち見10人）
【料金】電話、メールで問い合わせを
【申し込み】メールで

altoto下北沢

昼はオリジナルカレーのお店。夜はBARでDJイベント
を開催しています。20人以上から貸し切りもOK。DJ
ブース・プロジェクター無料使用可。募集イベントは 
ジャンルを問わず、各種DJイベントに対応。

MAP 86

下北沢

住所 世田谷区北沢2-19-15  
 平和ビル地下1階
アクセス  小田急線・京王井の頭線  

下北沢駅南口徒歩1分
営業時間  16:00～翌5:00   

※土・日曜、祝日は11:30～翌5:00 
※イベントにより異なる

定休日 なし
TEL・FAX 3421-9158
メール altoto@live.jp
http://altoto.o.oo7.jp/

【用途】DJバー
【定員】スタンディング30人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】電話、メールで
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下北沢WAVER

住所	 世田谷区北沢2-14-13	 	
	 地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

下北沢駅南口徒歩2分	
営業時間	16:00～22:00
定休日	 不定休
TEL・FAX	6804-0094	
メール	 info@waverwaver.net
http://waverwaver.net/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング130人
【料金】15:00～22:00（7時間）／月～木曜6万480
円、金曜9万5040円、土曜11万8800円、日曜10万
8000円。9:00～15:00（6時間）／7万7760円
※PA・照明、機材費含む
【申し込み】電話、メールで

2014年8月に西荻窪から移転オープン。サウンドエン
ジニアであるオーナーが立ち上げた、アーティストの
立場に立ったライブハウス。ドリンク代は2杯目以降
300円～400円に設定。昼間のイベントも多数開催し
ています。

MAP	88

下北沢

SEED SHIP

2011年3月にオープンした、グランドピアノのあるワ
ークショップ・ラウンジ。弾き語りなどのアコースティ
ックライブを中心に、Ustreamライブカフェ「下北沢
音問屋珈琲店」での配信も行っています。その他、参
加型イベント等、幅広いジャンルに対応。アコ系レコ
ーディングも可能です。

MAP	87

下北沢

住所	 世田谷区代沢5-32-13	 	
	 露崎商店ビル3階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

下北沢駅南口徒歩5分
営業時間	10:00～22:00
定休日	 不定休
TEL	 6805-2805
メール	 info@seed-ship.com
http://www.seed-ship.com/

【用途】ラウンジ
【定員】着席約50人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】ホームページの応募フォーム、メールで

世田谷区内の音楽施設から、ライブ＆DJイベントができる店舗を紹介します。
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下北沢DaisyBar

住所	 世田谷区北沢2-2-3	 	
	 エルサント北沢地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

下北沢駅南口徒歩3分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 なし
TEL	 3421-0847
メール	 info@daisybar.jp
http://www.daisybar.jp/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング140人
【料金】電話、メールで問い合わせを
【申し込み】電話、メールで

下北沢駅南口に2005年オープン。1階はアコース
ティックイベントなどを開催できる多目的ラウンジ
「Laguna」。クリープハイプ擁するレーベル「Primitive」
の運営もしています。

MAP	89

下北沢

下北沢 ラ・カーニャ

住所	 	世田谷区北沢2-1-9	 	
第二熊崎ビル地下1階

アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	
下北沢駅南口徒歩5分

営業時間	19:00～26:00
定休日	 不定休
TEL	 3410-0505
メール	 lacana1980@mac.com	 	
http://www1.ttcn.ne.jp/lacana/

【用途】ライブスペース
【定員】着席50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

ウッディで温かみのある空間。国内外のアーティスト
が夜な夜な演奏を披露。アコースティックライブパー
ティなどもできるので問い合わせを。12:00～15:00
はランチ営業も行っています。

MAP	90

下北沢
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下北沢LOFT

住所	 	世田谷区代沢5-31-8	 	
エクセレント下北沢地下1階

アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	
下北沢駅南口徒歩5分

営業時間		ライブタイム	18:30～21:30	
パブタイム	 22:00～24:00

定休日	 不定休
TEL	 3412-6990
メール	 live@shimokitazawa-loft.com
http://www.shimokitazawa-loft.com/live

【用途】ライブハウス
【定員】着席50人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】メールで数々の有名アーティストがそのステージに立った、

1975年オープンの老舗ライブハウス。現在はアコー
スティックミュージックの発信基地に。デモテープ審
査なしでステージに立てる「シンガー・ソング・ライタ
ーズ・ディ」など出演者を随時募集。

MAP 91

下北沢

MORE

多種多様なジャンルのDJイベントやパーティーなど
に利用可能。デイタイムも空いている時間には、レ
ンタルスペースとして利用できます。詳しくはhttp://
morerental.strikingly.com/へ。

MAP 92

下北沢

住所	 世田谷区北沢2-18-5	 	
	 Neビル地下1階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

下北沢駅南口徒歩2分
営業時間		20:00～翌5:00	 	 	

※イベントにより異なる
定休日	 日曜	 	 	 	
	 ※イベントにより変更あり
TEL	 3422-1995（20:00～）
メール	 y38y.miya@gmail.com
http://smktmore.com/

【用途】DJバー
【定員】スタンディング50人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】メールで
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Jazz & Cafe Gallery“Whisper”

住所	 世田谷区若林1-8-8	 	
	 デンス河野	地下1階
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅徒歩7分、

東急世田谷線西太子堂駅徒歩4分
営業時間	19:00～23:30（ライブ営業時）
定休日	 	不定休（ライブ・イベントの無い日

はクローズ）
TEL	 5787-5794
http://whisper.co.jp/whisper/

【用途】ライブ・イベント・ギャラリー
【定員】30人
【料金】ホームページの「スケジュール」で確認を
【申し込み】ホームページの専用フォーム、または電話で

音楽を愛する人のジャズ・ルーム。写真展やイラスト
展などのギャラリーイベントも開催しています。

MAP 94

三軒茶屋

LIVE BAR BIG MOUTH

住所	 世田谷区代沢	5-6-14	 	
	 前田ビル2階
アクセス		小田急線・京王井の頭線	 	

下北沢駅南口徒歩9分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 不定休
TEL	 090-9374-1123
http://www.livebarbigmouth.com/

【用途】ライブバー
【定員】着席30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

アコースティック系ライブバーの老舗。女性や年配者
もくつろげるようにと、テーブル・椅子、お箸におし
ぼりと小鉢を用意。貸切パーティーもできます。

MAP 93

下北沢
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Space Orbit

住所	 世田谷区太子堂5-28-9、地下1階
アクセス		東急田園都市線三軒茶屋駅徒歩8分、

小田急線・京王井の頭線下北沢駅	
徒歩15分

営業時間	19:00～翌5:00
定休日	 不定休
TEL	 3411-3810
メール	 info@bar-orbit.com
http://bar-orbit.com/

【用途】ライブバー
【定員】スタンディング70人
【料金】メールで問い合わせを
【申し込み】メールで

木の温もりを生かした、おしゃれでアートな多目的ラ
ウンジスペース。友人の家に招かれたかのような、く
つろげる空間です。弾き語りライブや、ワークショッ
プ（昼間の時間帯）を開催できます。DJブースも設置。

MAP 95

三軒茶屋

ROCKER ROOM

2005年9月オープンのアンプラグドなライブハウス。
ドラムレスなロック・ブルース・弾き語りライブ、DJイ
ベントなど。二次会やパーティーなどもOK。LIVE演
奏後はBAR	TIMEになります。

MAP 96

池尻大橋

住所	 世田谷区池尻3-17-12	 	
	 河豚鮮会館地下1階
アクセス		東急田園都市線	 	 	

池尻大橋駅徒歩5分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 不定休
TEL	 5481-7960
	 （TYPE-Ⅱ/ROCKER	ROOM）
メール info@rockerroom.net
http://www.rockerroom.net/

【用途】ライブハウス
【定員】スタンディング75～90人、着席50～75人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】メールで
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KIWA（キワ）

2011年オープン。玉川髙島屋S・C西館に隣接し、落
ち着いた大人の感性に呼応する空間。音響会社オア
シス直営ならではの機材設備が魅力で、グランドピア
ノも常設。アコースティックライブ、ジャズライブな
どに対応。

MAP 97

二子玉川

住所	 世田谷区玉川3-20-11	 	
	 地下1階
アクセス		東急田園都市線・大井町線	 	

二子玉川駅徒歩7分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 不定休
TEL	 6805-7948
メール	 info@oasis-kiwa.com
http://oasis-kiwa.com/

【用途】ライブハウス
【定員】着席最大100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

Cafe Bar LIVRE

ゆったりとした空間のおしゃれなバー。DJイベント、
ライブなどの各種イベントや、貸切パーティーに利用
できます。無線LAN／Wi-Fiも無料で利用可。アイデ
ィア次第で多様に活用できるので問い合わせを。

MAP 98

明大前

住所 	 世田谷区松原2-42-5、2階
アクセス		京王線・京王井の頭線	 	

明大前駅徒歩2分
営業時間	19:00～深夜
定休日	 月曜（イベント、貸切などは開催可）
TEL・FAX	3324-3973
メール livre@sky.zero.ad.jp
http://www.cafebarlivre.com/

【用途】ライブカフェ・バー
【定員】スタンディング40人、着席30人
【料金】平日1万2000円5時間貸切可能。詳細はHPを
【申し込み】電話、メール、店頭で
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Leaf room豪徳寺

住所	 世田谷区豪徳寺1-23-12	 	
	 コンフォート豪徳寺3階
アクセス		小田急線豪徳寺駅、		 	

東急世田谷線山下駅徒歩1分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 月曜
TEL	 050-1369-5567
メール	 leaf_room_kaku@yahoo.co.jp
https://twitter.com/KAKU_leaf_room

【用途】ライブカフェ・バー
【定員】着席70人
【料金】メールで問い合わせを
【申し込み】メールで

シンガーソングライターとして全国でライブ活動を行
う加藤格が運営。2016年2月に経堂から移転オープ
ン。以前よりも広くなり、弾き語りアコースティック
ライブやセッション、ドラムセット新導入でバンドラ
イブにも対応しています。

MAP	99

豪徳寺

エクレルシ

オシャレ空間にグランドピアノを常設した、アコース
ティックなライブスペース。居心地良くゆったり音楽
を楽しめる明るいライブカフェがコンセプト。自然光
がさし込む空間はお昼のライブにも人気。企画イベン
トやオープンマイクも開催中。

MAP	100

祖師谷大蔵

住所	 世田谷区砧8-8-26、大黒ビル2階
アクセス	小田急線		 	 	
	 祖師ヶ谷大蔵駅徒歩2分
営業時間	イベントにより異なる
定休日	 なし
メール	 cafe.eclaircie@gmail.com
http://cafe-eclaircie.com/

【用途】ライブカフェ
【定員】着席40～50人
【料金】ホームページで確認を
【申し込み】ホームページから、またはメールで


