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このパンフレットは、障害のある方、ご高齢の方、ベビーカーをご利用の方なども、館内で快適にお過ごしいただけるように、
施設情報をまとめたものです。すべてのお客さまにお楽しみいただけるよう、当館スタッフ一同、サポートいたしますので、気軽に
お声がけください。
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※B3Fには　　駐車場を設けております。

各所の設備詳細に関しては、
【館内の多機能トイレ】を
ご参照ください。
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（総合案内）
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1F～2F・5F
（利用時間：開館日の9：00～22：00）

B1F～
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バリアフリーに関するご案内

館内マップ 印の施設・設備、各ホール、多機能トイレは、次ページより詳細を掲載しています。

事務所・バックヤード

貸出/専有エリア

階段

スロープ

入り口にスロープ・段差なし

入り口にスロープ・段差あり

L2扉付近に車いす対応トイレを設けております。演目によって
は幕間の際にご利用できない場合がございます。その際は
シアター外の多機能トイレをご利用いただけます。

客席中央付近に2台分の車いす対応スペースをご用意して
います。ロビー上手側に多機能トイレを設けております。

● B1F シアターイースト

● B1F アトリエウエスト● B1F アトリエイースト● B2F リハーサルルーム

支払い方法
現金、クレジットカード、電子マネー

サンドイッチとホットサンドのお店です。店舗前の共用スペース
でご飲食が可能です。

支払い方法
現金、クレジットカード、電子マネー、バーコード決済

支払い方法
現金、電子マネー、バーコード決済

ボリュームが自慢の、こだわり素材を使ったおにぎり専門店
です。店舗前の共用スペースでご飲食が可能です。

全室にピアノがある音楽練習スタジオです。入口に段差が
ございますが、必要に応じて簡易スロープを設置いたします。

支払い方法
現金、クレジットカード、デビットカード、電子マネー

● 1F ミュージックスタジオ・フォルテ
芸劇ならではのアイテムを取り揃えております。必要に応じ
てスタッフがサポートいたします。

1F シアターアートショップ

1F cafe de MOMO 1F 吾ん田B C

車いす対応スペース  最大2台分
※演目ごとに座席数、設置場所、サイズは変更になる場合がございます。
　詳細は各公演主催者にお問い合わせください。

車いす対応スペース  最大2台分
※演目ごとに座席数、設置場所、サイズは変更になる場合がございます。
　詳細は各公演主催者にお問い合わせください。

クラシック音楽、ダンス、演劇等の練習用
のお部屋を計6つご用意しています。出入
り口、室内ともに段差はございません。

エレベーターを降りて右側にある、美術作
品等の展示が行われているアトリエです。
出入り口、室内ともに段差はございません。

エレベーターを降りて左側にある、美術作
品等の展示が行われているアトリエです。
出入り口、室内ともに段差はございません。

リハーサルルームL

（発行：2022年3月） 施設紹介
● B1F シアターウエスト

地下駐車場 出口地下駐車場 出口

地下駐車場 入口地下駐車場 入口
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入り口までにスロープ・段差なし

入り口までに段差あり

L2扉付近に車いす対応トイレを設けております。演目によって
は幕間の際にご利用できない場合がございます。その際は
シアター外の多機能トイレをご利用いただけます。

客席中央付近に2台分の車いす対応スペースをご用意して
います。ロビー上手側に多機能トイレを設けております。

● B1F シアターイースト

● B1F アトリエウエスト● B1F アトリエイースト● B2F リハーサルルーム

支払い方法
現金、クレジットカード、電子マネー

サンドイッチとホットサンドのお店です。店舗前の共用スペース
でご飲食が可能です。

支払い方法
現金、クレジットカード、電子マネー、バーコード決済

支払い方法
現金、電子マネー、バーコード決済

ボリュームが自慢の、こだわり素材を使ったおにぎり専門店
です。店舗前の共用スペースでご飲食が可能です。

全室にピアノがある音楽練習スタジオです。入口に段差が
ございますが、必要に応じて簡易スロープを設置いたします。

支払い方法
現金、クレジットカード、デビットカード、電子マネー

● 1F ミュージックスタジオ・フォルテ
芸劇ならではのアイテムを取り揃えております。必要に応じ
てスタッフがサポートいたします。

1F シアターアートショップ

1F cafe de MOMO 1F 吾ん田B C

車いす対応スペース  最大2台分
※演目ごとに座席数、設置場所、サイズは変更になる場合がございます。
　詳細は各公演主催者にお問い合わせください。

車いす対応スペース  最大2台分
※演目ごとに座席数、設置場所、サイズは変更になる場合がございます。
　詳細は各公演主催者にお問い合わせください。

クラシック音楽、ダンス、演劇等の練習用
のお部屋を計6つご用意しています。出入
り口、室内ともに段差はございません。

エレベーターを降りて右側にある、美術作
品等の展示が行われているアトリエです。
出入り口、室内ともに段差はございません。

エレベーターを降りて左側にある、美術作
品等の展示が行われているアトリエです。
出入り口、室内ともに段差はございません。

リハーサルルームL

（発行：2022年3月） 施設紹介
● B1F シアターウエスト
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1-R1扉

1-R2扉

1-R3扉1-L3扉

1-L2扉

1-L1扉

ステージ

1階席

車いす対応スペース（最大7台分）
※2階席には、車いす対応スペースのご用意はありません。

客席数834席の舞台芸術用のホールです。1階客席後方に
最大で7台分の車いす対応スペースをご用意しています。ご自身
で座席への移乗が可能な車いすをご使用の方は、前方席での
鑑賞も可能です。1-R2扉付近に多機能トイレを設けております。

筆談ボードのご用意や車いす対応の低いカウンターを設けて
おります。館内施設利用料金のお支払いは、ご利用前に1F
ボックスオフィスにて受け付けております。

施設紹介

● 2F～3F プレイハウス

1F ボックスオフィス（総合案内） / チケットカウンター

席の種類
2人/4人掛けテーブル

1F ベル・オーブ
多彩なベルギービールと、お食事を楽しむことができます。店舗
前の共用スペースでもご飲食が可能です。

支払い方法
現金、クレジットカード
バーコード決済

2F アル テアトロ
本格的なイタリア料理を楽しめるお店です。筆談での対応が
可能です。サポートが必要な際はスタッフにお声がけください。

支払い方法
現金、クレジットカード

席の種類
2人/4人掛けテーブル
※4人掛けテーブルは
　2人掛けテーブルを連結

テーブル（2人掛け）
幅    60cm　
奥行 75cm
高さ 68cm

椅子
幅 46cm　奥行 39cm
座面高 43cm　背もたれ 41cm
ソファー
幅 46cm　奥行 39cm
座面高 40cm　背もたれ 40cm

支払い方法
現金、クレジットカード

A

車いす対応スペース  最大7台分
※演目ごとに座席数などは変更になる場合がございます。詳細は各公演主催者に
　お問い合わせください。

様々な形のテーブル・
椅子から、お好みの席を
お選びいただけます
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バーカウンター
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階段昇降機

ホール出入り口

5Fへ

（プレイハウス2階客席）
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ミュージックスタジオ・
フォルテ

1F～2F

B1F～
1F

1F～2F

B3F～1F

1F～2F・5F

チケットカウンター

補助犬トイレ
（利用時間：開館日の9：00～22：00）

ボックスオフィス
（総合案内）カフェ・軽飲食

シアターアートショップ

東京芸術劇場郵便局

館内マップ 印の施設・設備、各ホール、多機能トイレは、次ページより詳細を掲載しています。
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館内マップ 印の施設・設備、各ホール、多機能トイレは、次ページより詳細を掲載しています。
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5F ～ 9F

※2・3階席には、車いす対応スペースのご用意はありません。

1階席

2階席

3階席

1-R2扉1-L2扉

1-L1扉 1-R1扉

ステージ
パイプオルガン

車いす対応スペース（最大8台分）

1階席

施設紹介

客席数1,999席のコンサートホールです。1階客席前方・後方に
最大で8台分の車いす対応スペースをご用意しています。１階
客席前方の上手・下手側扉付近には車いす対応トイレを設けて
おります。また、1階バーカウンター付近には低いテーブルを
設置しています。鑑賞の合間に気軽にご利用ください。

車いす対応スペース  最大8台分

● 5F～9F コンサートホール

美術作品等の展示が行われるギャ
ラリーです。出入り口、室内ともに
段差はございません。

● 5F ギャラリー1

オーケストラ、室内楽のほか、会議
でもご利用が可能です。出入り口は
緩やかなスロープになっております。
室内に段差はございません。

● 5F シンフォニースペース

美術作品等の展示が行われるギャ
ラリーです。出入り口、室内ともに
段差はございません。

● 5F ギャラリー２

6Fをご利用の方で、階段のご利用
が難しい方は事前にお申し出くだ
さい。スタッフがご案内いたします。

● 5・6F ミーティングルーム

ヒアリングループ（磁気ループ）

ヒアリングループ作動対象の
公演が一部ございます。

舞台説明会・公演説明会 ポータブル字幕機サービス 5F 託児室

視覚情報やプログラムの内容等
を開演前にご説明いたします。

セリフや音等を文字情報で
提供する字幕サービスです。

公演をご鑑賞の方などがご
利用いただけます。

※演目ごとに座席数などは変更になる場合がございます。詳細は各公演主催者に
　お問い合わせください。

コンサート
ホール
コンサート
ホール

9F

8F

7F

6F

5F

バーカウンター

コンサート
ホール

コンサート
ホール

コンサート
ホール

ギャラリー1

託児室

ギャラリー２ギャラリー２

授乳室

クローク

ホール出入り口

5Fへ
8Fへ

2Fへ
7Fへ

（コンサートホール3階客席）

バーカウンター

（コンサートホール2階客席）

（コンサートホール1階客席）

ミーティングルーム 5～7

ミーティングルーム 1～4

シンフォニー
スペース

7Fへ

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F
（コンサートホール内）

1F～2F・5F

館内マップ 印の施設・設備、各ホール、多機能トイレは、次ページより詳細を掲載しています。

※各種サービスの対象公演については東京芸術劇場ウェブサイトにてご確認ください。鑑賞サポートサービスのご案内

東京芸術劇場 TOKYO METROPOLITAN THEATRE
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ステージ
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施設紹介
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おります。また、1階バーカウンター付近には低いテーブルを
設置しています。鑑賞の合間に気軽にご利用ください。

車いす対応スペース  最大8台分

● 5F～9F コンサートホール

美術作品等の展示が行われるギャ
ラリーです。出入り口、室内ともに
段差はございません。

● 5F ギャラリー1

オーケストラ、室内楽のほか、会議
でもご利用が可能です。出入り口は
緩やかなスロープになっております。
室内に段差はございません。

● 5F シンフォニースペース

美術作品等の展示が行われるギャ
ラリーです。出入り口、室内ともに
段差はございません。

● 5F ギャラリー２

6Fをご利用の方で、階段のご利用
が難しい方は事前にお申し出くだ
さい。スタッフがご案内いたします。

● 5・6F ミーティングルーム

ヒアリングループ（磁気ループ）

ヒアリングループ作動対象の
公演が一部ございます。

舞台説明会・公演説明会 ポータブル字幕機サービス 5F 託児室

視覚情報やプログラムの内容等
を開演前にご説明いたします。

セリフや音等を文字情報で
提供する字幕サービスです。

公演をご鑑賞の方などがご
利用いただけます。

※演目ごとに座席数などは変更になる場合がございます。詳細は各公演主催者に
　お問い合わせください。

コンサート
ホール
コンサート
ホール

9F

8F

7F

6F

5F

バーカウンター

コンサート
ホール

コンサート
ホール

コンサート
ホール

ギャラリー1

託児室

ギャラリー２ギャラリー２

授乳室

クローク

ホール出入り口

5Fへ
8Fへ

2Fへ
7Fへ

（コンサートホール3階客席）

バーカウンター

（コンサートホール2階客席）

（コンサートホール1階客席）

ミーティングルーム 5～7

ミーティングルーム 1～4

シンフォニー
スペース

7Fへ

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F（コンサートホール内）

5F・7F～9F
（コンサートホール内）

1F～2F・5F

館内マップ 印の施設・設備、各ホール、多機能トイレは、次ページより詳細を掲載しています。

※各種サービスの対象公演については東京芸術劇場ウェブサイトにてご確認ください。鑑賞サポートサービスのご案内
点字案内板

東京芸術劇場 TOKYO METROPOLITAN THEATRE



温水洗浄便座

多目的シート

手すりの方向
便座に座った際、L字
手すりが右側にある

便座に座った際、L字
手すりが左側にある

※の場所は、簡易洗浄シャワーのみ便器
横に設置しております。オストメイト用
の汚物流しの設置はございません。

背もたれ

ベビーチェア

オストメイト用
設備

おむつ交換台
手すりの方向

B2F リハーサルルーム 横

B1F 池袋駅連絡通路入口 横

シアターイースト ロビー 下手側

シアターウエスト ロビー 上手側

2F エレベーター 横

プレイハウス 1階ロビー 上手側

5F エレベーター 横

シンフォニースペース 横

7F コンサートホール 1階ロビー 上手側

コンサートホール 1階ロビー 下手側

※

※

※

※

※

※

※

※

※

館内設備・サポート

館内の多機能トイレ 車いすの旋回スペースは、全てのお手洗いに設けられています。

1F屋外に設けております。
利用をご希望の際は、劇場ス
タッフまでお申し付けください。

5Fにございます。給湯器と
おむつ交換台を設置しており
ます。

1F 補助犬用トイレ 5F 授乳室

B2Fに優先駐車場が2台分
ございます。（駐車場入り口にて
各種手帳呈示により当日のみ無料）

B2F 優先駐車場

ご希望の際は、お近くの劇場ス
タッフまでお申し付けください。

● 貸出車いす

● 車いす：13台（自走介助兼用）

◆リクライニング・ティルトタイプの車いすをご使用の方は事前にお申し付けください。
◆盲導犬・聴導犬・介助犬をお連れになってのご来館が可能です。 
◆その他ご不明な点がございましたら、気軽にお問い合わせください。

ウェブサイト https://www.geigeki.jp/ にて、バリアフリー情報をご案内しています。
お問い合わせ Tel：03-5391- 2111東京芸術劇場 東京都豊島区西池袋1- 8 -1
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