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（2021 年 11 月改定） 

 

オーキッド ミュージック サロン 施設利用案内 

 
オーキッド ミュージック サロンは、2010 年 12 月、清流多摩川が流れる二子玉川の地に誕生

した複合芸術施設です。クラシック音楽演奏用に設計されたサロンを中心に、アンサンブルも可

能な 2 つの練習室、及びアート・ギャラリーから構成されています。演奏会、マスタークラス、

講演会、個展、展覧会等、様々なご利用が可能です。 
◆施設利用時間：午前 9 時 30 分～午後 9 時 30 分 
（練習室単独での利用は午前 10 時～午後 6 時、または～午後 7 時 ※詳細はお問合せ下さい） 

◆利用予約等の受付時間：午前 10 時～午後 6 時 
◆休館日：月曜日（祝日にあたるときは翌日）、年末年始・旧盆時期の休業、臨時休業あり 

（来館されるときは、事前に電話連絡をいただけると確実です） 
◆専用エレベーター、バリアフリー・レストルーム    

◆全館禁煙 

◆専用駐車場はありませんが有料駐車場が隣接しています。お車でお越しの場合は、そちらを

ご利用ください。 

 
 

○サロン（ホール） 

《概要》 
面積：78 ㎡ 
客席：可動式椅子 

標準配置 86 席（最大 100 席） 
ピアノ：ベーゼンドルファー225 

（控室に収納可）    
 
 
◆お申込み方法 
・来館もしくは電話にてお申込みいただいた上、会場利用申込書の提出をもって予約成立といた

します。 
・利用内容、利用目的によっては利用をお断りすることがあります。 

 
 
◆予約受付開始時期 
○通常利用の予約                        ※10 日が定休日の場合は翌日 
 平日 

利用予定日の 
1 年前同月 10 日※ 

来館：午前 10 時～ 
電話：午前 10 時 30 分～ 

土曜・日曜・祝日の 2 区分以上 
土曜・日曜・祝日の 1 区分 3 ヶ月前 10 日※ 

○リハーサル利用の予約 2 ヶ月前 10 日※ 
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◆通常利用、リハーサル利用について 
・観客の入場がある利用はすべて通常利用とさせていただきます。同一利用日内での時間による

通常利用、リハーサル利用の区別はいたしません。 
・リハーサル利用としてお貸し出しできるか否かは、当サロンにて判断させていただきます。 
・当サロンの予約者が他の日に行うリハーサルは、平日に限り、通常利用の予約時に予約を受付

いたします。 
 
◆精算 
・予約金として、利用される月の７ヶ月前の月末までに、サロン利用料全額を納入していただきます。 
・利用日間近の予約の場合には、予約成立後、1 週間以内に予約金を納入していただきます。 
・予約金以外の費用（ピアノ使用料等）は、利用日当日のお支払いとなります。 
 
◆付帯設備のお申込み 
・ピアノ利用の場合は予約時にお申し込みください。 
・ピアノ以外の付帯設備利用は、利用日の 1 週間前までにお知らせください。 
 
◆ピアノの調律 
・ピアノの調律は当サロン指定の業者を利用していただきます。 
・ピアノの調律のお申し込み及びキャンセルは、利用日の 1 ヶ月前までとさせていただきます。 
・当サロンのピアノの通常ピッチは a’＝442Hz です。変更する場合は事前にお申し出ください。

またピッチを変更した場合、通常ピッチに戻すための調律費用を負担していただきます。 
 
◆事前打ち合わせ 
・利用日 1 ヶ月前に公演打合せ表を提出していただきます。 
・当サロン利用上の準備、諸設備利用の細部の事前打ち合せは、利用日の 1 週間前までにお願

いいたします。（プログラム等をご持参願います。）  
 
◆キャンセル規定 
・お客様のご都合による予約後の取り消しにはキャンセル料が発生いたします。 

○利用月 6 ヶ月前の１日～利用月 4 ヶ月前の月末→サロン利用料の 50％ 
○利用月 3 ヶ月前の１日～利用月 2 ヶ月前の月末→サロン利用料の 75％ 
○利用月 1 ヶ月前の１日～利用当日→サロン利用料の全額 

 

 

◆サロン料金表《通常利用》                   単位 円：税別（10％税込） 
単位 利用時間帯 平日 土曜 日曜・祝日 

休 館 日 の

ご 利 用 の

場合、料金

は 祝 日 扱

い と な り

ます 

１区分（午前）  9：30～12：00 19,000（20,900）  28,500（31,350）  33,000（36,300） 
（午後） 13：00～16：30 28,500（31,350）  38,000（41,800）  47,500（52,250） 
（夜間） 17：30～21：30 46,500（51,150）  57,000（62,700）  61,000（67,100） 

２区分（午前・午後）  9：30～16：30 42,500（46,750）  60,000（66,000）  76,000（83,600） 
（午後・夜間） 13：00～21：30 68,000（74,800）  85,500（94,050）  99,000（108,900） 

３区分（全日）  9：30～21：30 80,000（88,000） 104,500（114,950） 120,000（132,000） 
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・利用時間には、準備、調律、リハーサル、本番、片付け、精算、退出を含みます。 
・料金には、照明（音楽会、発表会、講演会用の固定照明）、陰アナウンスマイク、控室、受付

用長机 1 脚、受付用椅子 2 脚の利用料を含みます。他の付帯設備は別料金になります。 
・機材を持ち込んでの録音、録画ための利用は、《通常利用》とさせていただきます。 
・規定時間の前後を利用せざるを得ない場合は、30 分単位で追加料金（30 分 7,000 円税別／

30 分 7,700 円 10％税込）が必要となります。但し、予約が出来るのは 2 区分以上予約をして

いる場合で、かつ前後の区分の利用者に差し支えない場合のみです。 
 
 
 
◆サロン料金表《リハーサル利用》   単位 円：税別（10％税込） 

単位 利用時間帯 平日・土曜・日曜・祝日 
１区分（午前）  9：30～12：00 14,000（15,400） 

（午後） 13：00～16：30 21,000（23,100） 
（夜間） 17：30～21：30 28,000（30,800） 

2 区分（午前午後）  9：30～16：30 32,000（35,200） 
（午後夜間） 13：00～21：30 45,000（49,500） 

3 区分（全日）  9：30～21：30 56,000（61,600） 
・利用時間には、準備、調律、片付け、精算、退出を含みます。 
・リハーサル利用の料金には、照明（汎用の固定照明、スポットライトは除く）の利用料を含み

ます。他の付帯設備は別料金になります。 
・リハーサル利用では、控室及びマイク、録音機器の付帯設備は利用できません。客席の利用に

も一部制限があります。（録音目的の場合応相談） 
 
 
◆付帯設備料金表①                       単位 円：税別（10％税込） 
サロン時間区分 ピアノ 練習室 1 練習室 2 応接室 

1 区分  9,500（10,450） 3,000（3,300） 5,000（5,500）  5,000（5,500） 
2 区分 17,000（18,700） 5,500（6,050） 9,000（9,900）  9,000（9,900） 
3 区分 23,000（25,300） 8,000（8,800） 13,000（14,300） 13,000（14,300） 

※サロン付帯設備として利用した場合の料金です。一般利用は別料金体系となります。 
 
 
◆付帯設備料金表② （1 日分）                単位 円：税別（10％税込） 

付帯設備 料金 備考(機種・在庫数等) 

ピアノ調律料 
23,800～ 
（26,180～） 

当サロン指定の業者を利用すること 
立ち合い希望は要相談 

ピアノ椅子／1脚 500（550） ボックス型 1脚／背もたれ付 4脚 
補助ペダル／1台 500（550） 吉澤 AX-100 1台 
長机／1脚 300（330） 10脚 
譜面台／１台 100（110） 折り畳み式 10台 
ワイヤードマイク（スピーチ用）／1本 800（880） SHURE SM58 2本 
ワイヤレスマイク（スピーチ用）／１本 1,000（1,100） TOA WM-1220 2本 
録音用吊マイク 500（550） RODE NT4 
マイクスタンド／1本 200（220） ストレート 1本／ムーブ 1本 
録音機器(CD-R) 

※録音用吊マイク使用料込 
1,000（1,100） TASCAM 
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○練習室 

◆一般的なリハーサル・スペースとしての利用のほかに、本番前の音出し室、ドレス・ルーム等、

サロンの付帯設備としての利用もできます。 
《概要》 ・練習室 1  面積：10 ㎡  ピアノ：ヤマハ G2 定員 3 名 
 ・練習室 2  面積：13 ㎡  ピアノ：スタインウェイ S-155 定員 4 名 
 
◆お申込み方法 
・来館もしくは電話にてお申込みいただいた上、会場利用申込書の提出をもって予約成立といた

します。 
・利用内容、利用目的によっては利用をお断りすることがあります。 

・あらかじめご予約をお願いいたします。 

 

◆予約受付開始時期 
・利用予定日 2 ヶ月前の 10日(※)より、来館もしくは電話にてお受けいたします。 

（来館：午前 10 時～  電話：午前 10 時 30 分～） ※10 日が定休日の場合は翌日 

・サロンの付帯設備として利用する場合に限り、サロン予約時に受付いたします。 

 
◆精算 ・利用日当日のお支払いとなります。 
 
◆練習室料金表《一般利用》    単位 円：税別（10％税込） 

 練習室 1 練習室 2 
30 分利用料金 750（825） 1,250（1,375） 

・30 分単位での利用となります。 
・利用時間には開扉換気のための時間が含まれます。開扉換気は利用時間の最後に 5 分間行い、

その際は練習室からの退出をお願いいたします。 
 

◆練習室料金表《付帯設備として利用》→サロン付帯設備料金表①を参照 
 
 
○ギャラリー 

《概要》 
面積：77 ㎡／可動式フック：30／可動式スポットライト 
・演奏会と連動しての展示スペース、休憩時間中のドリンク・サービスのスペース等としてご利用

できます。 
・原則としてギャラリー単独での利用はできません。詳細につきましては直接お問い合わせくだ

さい。 
 

◆ギャラリー料金表          単位 円：税別（10％税込） 
 ドリンク・サービス利用 展示スペース利用 

1 公演利用料金 10,000（11,000） 15,000（16,500） 
 
●本利用案内は、事前の予告なしに変更されることがあります。 


