
高松市内
※令和3年3月20日現在（50音順）

電話番号 ＦＡＸ番号

087-844-3511 087-844-3524

087-822-0111 087-822-0112

087-833-0013 087-833-0014

大ホール 2001席

087-823-3131 087-823-3124

大展示場 4,015㎡

小展示場 1,022㎡

第1屋外展示場 680㎡

第2屋外展示場 4,055㎡

087-835-3334 087-835-4777

087-868-7171 087-868-7198

087-822-0002 087-822-0043

087-831-1806 087-831-1807

087-875-0162 087-875-0163

087-811-6222 087-821-8022

087-823-0001 087-823-0730

情報通信交流館
（e-とぴあ・かがわ）

ホームページ

施設名

〒761-0113
高松市屋島西町2366-1

https://www.e-topia-kagawa.jp/

施　設　名

穴吹学園ホール ホール

・200インチスクリーン、高輝度プロジェクター、音響装置、
特殊照明あり（有料オプション）
・飲食禁止

文化芸術活動の発表の場です。
利用時間　午前9時～午後10時（準備・片づけを含む）
休館日　　12月29日～1月3日
　　　　　　臨時休館日有。

JR高松駅から東へ900ｍ
ことでん高松築港駅から東へ800ｍ
ことでん片原町駅から北へ500ｍ
ことでんバス「県民ホール前」下車徒歩2分
高松空港からシャトルバスで「JR高松駅」下車（およそ35分）、
東へ900m

利用時間は9時～21時、休館日　12月29日～1月3日、
貸室空き状況はホームページ、電話でご確認ください。

なし

高松市生涯学習センター
まなびＣＡＮ

220席

控室（6名程度）
3ヶ月前の日の属する月の初日の午前10時
（当日が休館日の場合は翌日）

無し 無し

香川県県民ホ－ル
（レクザムホール）

香川県教育会館
ミューズホール

駐車場　地下2階　50台
※近くに香川県玉藻町駐車場があります。

（333台、年中無休、24時間営業）

有料地下駐車場（55台）
高さ2m未満の車に限る

〒761-0301
高松市林町2217-1

ことでん片原町駅から徒歩2分です。
多目的ホールは可動席となっており、利用目的に応じて座席レイア
ウトの変更が可能です。

商業施設内につき大音量不可。消防法により通路物置不可。
現地スタッフは常駐しておりませんが、みなさまの自主管理により
低廉な価格でお使いいただけます。
レッツホールの一般利用日：木曜～日曜のみ　利用時間帯10～20
時（準備時間も含む）元日は休館いたします。

6カ月前の月初受付開始
実施14日前以降キャンセル料適用
※電話で仮予約可
実施日14日前までに本予約

ＫＡＷＡＩグランドピアノ
(調律は利用者が行っ

てください。)

https://www.kame3.jp/service/

特色

県内最大の音楽ホールであらゆる舞台芸術やイベントに対応して
います。最新の舞台関係設備により最高の舞台が鑑賞できます。

敷地内駐車場700台
臨時駐車場1,000台

椅子席100程度
スタンディング200程度

・客席を全席収納して平土間として使用することも可能です。
・平土間の状態で長机・パイプ椅子をセットしての使用も可能です。
・現在は、コロナ感染防止のため収容人数を半数にしています。

459席の可動式座席を備えた多目的ホールです。
音楽など各種文化活動や、講演・集会など様々な用途にご利用い
ただけます。

高松国分寺ホール

所　在　地

利用日（2日以上継続して利用しようとする場
合は、その初日）の1年前から14日前まで受
付ます。
受付開始日が休館日の場合は、その翌日か
ら受付け、受付最終日が休館日の場合は、
その前日までとなります。

付属施設または併用施設

単独貸出NG：楽屋（有料）、親子室、託児室
単独貸出OK：リハーサル室（有料）、
練習室（有料）、会議室（有料）

ＢＢスクエア

客席数

１年前の月の初日

貸出ピアノ

無

・視聴覚ホール
利用日の1年前
・会議室
利用日の6か月前

利用日の1年前の月の初日
（一部の利用についてはそれ以前から可）

YAMAHA　CFⅢ

ヤマハC-5
（有料・レッツホール

専用）

主催者・来場者用の立体駐車場あり（230台）
搬入口に、中型車（4t車）なら2台、普通車なら3台

スタインウェイ
ベーゼンドルファー

ヤマハ

第3駐車場（駐車台数290台） なし

無

スタインウェイ　ヤマハ
どちらも

フルコンサートピアノ

付設駐車場なし
（丸亀町町営・運営駐車場へ）※確保不可

118台

楽屋付
なお、27畳の和室を控室等として利用することも可能

大小さまざまな展示場・会議室をご用意しております。
大規模なイベントから少人数の勉強会まで幅広くご利用になれます
のでお気軽にご連絡ください。
2021年1月～2022年1月の間、大規模改修の為、一部または、すべ
ての施設がご利用いただけません。

なし
(周辺のコインパーキングをご利用ください。)

楽屋
国分寺会館（敷地内に隣接）

スタインウェイC型

１台

楽屋、リハーサル室、会議室、和室
一般目的利用（利用開始日の12ヶ月前）
福祉目的利用（利用開始日の15ヶ月前）

1年前の月の初日開館日から
使用日前日まで

丸亀町レッツ

〒760-0029
高松市丸亀町1－1　丸亀町壱番街東館4階

〒760-0040
高松市片原町11番地1

※各施設からご提出いただいたものをそのまま掲載しています。

多目的ホール

香川県社会福祉総合センター

〒760-0017
高松市番町1丁目10番35号

https://www.pref.kagawa.lg.jp/bunshokan/bunshokan/

http://www.kokubunji-hall.jp

香川県立ミュージアム分館
香川県文化会館

〒760-0017
高松市番町一丁目10番39号

高松国分寺ホール

〒769-0104
高松市国分寺町新名430番地

香川県立ミュージアム

〒760-0030
高松市玉藻町5番5号

駐車場

（大ホール）準備日：最大11台　本番日：16台
（小ホール）準備日：最大10台　本番日：13台

※普通車の場合

無料駐車場あり（平日80台、土日祝日92台）
※会議室利用者と共用のため、駐車台数等を

制限させていただくことがあります。

http://www.kagawa-swc.or.jp/home/

香川県産業交流センター
（サンメッセ香川）

087-869-3333 087-869-3336

1年前の月の初日
（条件により一部の利用については
それ以前から可）

楽屋、会議室

予約可能時期

〒760-0301
高松市林町2217番地19

視聴覚ホール 120席（令和3年3月現在）

〒760-0030
高松市玉藻町9番10号

444席

〒760-0004
高松市西宝町二丁目6番40号

http://wwwe.pikara.ne.jp/musehall/

268席コミュニティホール

控室（多目的ホールの一部）、大研修室、
小研修室、和室、ＯＡ実習室、実習室、
音楽室、視聴覚室、市民ギャラリー等

459席
（座席前部：仮設席159席
・座席後部：可動席300席）

5か月前の月の初日午前9時

レッツホール

1年前の月の初日
（一部の利用についてはそれ以前から可）

小ホール 807席

主催者事務室1～4

http://kenminhall.com/

511席

〒760-0019
高松市サンポート2番1号
高松シンボルタワー　タワー棟5階（入り口は4階）

収容人数（最大150名）
・スクール形式：約80～90名

（テーブル32卓3人掛け）
・シアター形式：約100～120名

https://web.seto.ac.jp/anabukihall/

ミューズホール

類似施設一覧（ホール）

香川県立文書館

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

ご利用団体につき1台のみ
（来館者用駐車場なし）

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate
/shougai_gakushu/manabican/index.html

風光明媚な屋島の麓に佇む、音楽会や講演会で集う511席の穴吹
学園ホール。人の心と体に優しい街の中のオアシスです。

カルチャールーム：会議形式30名程度（2室）コネクティ
ング可
控室1：4～5名（シャワー付）
控室2：4～5名（窓なし）

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/

https://www.sunmesse.com/

控え室、リハーサル室

講堂

会議室 10席（令和3年3月現在）

楽屋、研修室

・シアター形式　固定席
・定員233人

（車椅子用スペース3席分含む）

100人

利用日の1年前から7日前まで芸能ホール

https://www.e-topia-kagawa.jp/
https://www.kame3.jp/service/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/bunshokan/bunshokan/
http://www.kokubunji-hall.jp
http://www.kagawa-swc.or.jp/home/
http://wwwe.pikara.ne.jp/musehall/
http://kenminhall.com/
https://web.seto.ac.jp/anabukihall/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/
https://www.sunmesse.com/


高松市外 ※令和3年3月20日現在（50音順）

電話番号 ＦＡＸ番号

087-894-1000 087-894-1001

0877-62-7001 0877-56-5397

0877-33-3330 0877-33-3720

大ホール 1200席

0875-23-3939 0875-23-3966 小ホール 334席

多目的ホール 535㎡　舞台あり（59㎡）

0879-26-1224 0879-25-0398

0877-86-6800 0877-86-6808

087-898-9222 087-898-9666

0875-56-5111 0875-83-8281

0877-49-8020 0877-56-7282

善通寺駅より徒歩10分

ＪＲ観音寺駅から徒歩3分とアクセスが便利です。
楽屋以外に多目的ホールと会議室が併設しており楽屋としても利
用できます。

中規模の音楽専用ホールで「響」に特化した構造となっており、室
内楽コンサートやピアノ発表会等に適しています。
Free　Wi-Fi使用できます。

800人収容のメタホールをはじめ、小ホールや6万冊の図書などが
揃う情報資料室などを有し、人々が集まり交流できる施設です。

休館日は年末年始（12月29日～1月3日）
このほか、臨時に休館する事があります。
万が一の災害時(警報発令時)には、広域避難所として機能するた
め使用できない。
コロナ禍により収容人数を、半数に制限させていただいています。

マーガレットホールはコンサート、講演等の多彩なイベントに対応。
イベントホールは大規模な会議の他、スポーツ・音楽にご利用。

個室楽屋1、個室楽屋2、楽屋3、楽屋4

大ホール
小ホール

大ホール（1086席）

ＪＲ宇多津駅から徒歩約5分。ホール（9時～22時）、貸会議室（9時
～21時）、図書館（9時半～21時）の複合施設です。

1年前の月の初日

1年前の月の初日
（その日が休館日の時は、休館日でない
次の日）

利用日の12か月前の初日
※事前登録団体は13か月前の初日より

1年前の月の初日

2年前の月の初日
（休館日の場合は、翌開館日）

〒769-2102
さぬき市鴨庄4610番地44

http://ew.sanuki.ne.jp/shido-rh

―

http://kanon-kaikan.jp/

東かがわ市交流プラザ

〒769-2701
東かがわ市湊1806番地2

350人（平土間）多目的ホール

多度津町民会館
（サクラートたどつ）

大ホール

楽屋2室、リハーサル室1室（134㎡）、
会議室1室（45㎡）

利用日の1年前の属する月の初日の9:00から
受付
※受付日が休館日の場合はその翌日
※イベントホールの予約可能時期は、会議室
等の予約可能時期と同じ

丸亀市綾歌総合文化会館
（アイレックス）

小ホール

ハイスタッフホール 楽屋、リハーサル室、和室、練習室、会議室等

〒768-0060
観音寺市観音寺町甲1186-2

楽屋、大研修室、中研修室、小研修室、調理実習室、
創作室

https://www.miki-plaza.jp

三豊市文化会館
マリンウェーブ

〒769-1101
三豊市詫間町詫間1338-127

http://mitoyocs.jp

〒761-2405
丸亀市綾歌町栗熊西1680番地

https://www.marugame-ilex.org/

770席

220名収容

マーガレットホール

ハーモニーホール

大ホール
（スタインウェイ、
ヤマハ、カワイ）、
小ホール（カワイ）

ヤマハ624席

楽屋（楽屋A 27㎡、楽屋B 50㎡、楽屋C：和室 50㎡）、
会議室、リハーサル室、ホワイエ

http://www.tadotsu.org/

1年前の月の初日

〒761-0703
木田郡三木町大字鹿伏360

楽屋1・楽屋2・楽屋3・会議室

http://www.uplaza-utazu.jp

大ホール客席内での飲食は禁止です。

JR多度津駅より徒歩12分
善通寺インターより車で15分
緞帳「明日に生きる」原画　猪熊弦一郎
ホワイエ（陶壁画）「さくらがわ」作：速水史朗

カワイ EX

ユープラザうたづ

〒769-0206
綾歌郡宇多津町浜六番丁88番地

1年前

YAMAHA CFⅢ
YAMAHA S6

三木町文化交流プラザ

イベントホール

リハーサル室、大楽屋1・2、
小楽屋1・2、個室楽屋、
主催者事務室1・2、ホワイエ

140台
搬入口に主催者用として乗用車十数台駐車可

63台（第2駐車場約200台）

無料臨時駐車場
（駐車可能台数　約200台）

360台

スタインウェイ1台、
ヤマハ1台

無料駐車場　約128台

スタインウェイ、
ヤマハＣＦＸ

スタインウェイ、
ヤマハ

あり

ヤマハ

スタインウェイ、カワイ

駐車場

無料駐車場500台

会館専用約380台　市営無料駐車場約160台

付属施設または併用施設

さぬき市志度音楽ホール
（ランパルメモリアルホール）

500席
(439.0㎡）

講堂善通寺市民会館

〒765-0013
善通寺市文京町3丁目3番1号

200席

さぬき市志度音楽ホール
（ランパルメモリアルホール）

楽屋、控室、西側ロビー

予約可能時期

固定席500席　車椅子3台

施　設　名

所　在　地

施設名 客席数

1000席
車いす席　20台分、母子席　16席

〒764-0005
仲多度郡多度津町大通り4番26号

http://www.higashikagawa-kouryuplaza.com/

6カ月前の月の初日から

類似施設一覧（ホール）

貸出ピアノ 特色

※各施設からご提出いただいたものをそのまま掲載しています。

ホームページ

https://www.city.zentsuji.kagawa.jp

専用駐車場は16台です。
(うち障がい者専用駐車場4台)

そのほか、周辺施設の駐車場も利用可。

メタホール 800席　車椅子席2席

http://ew.sanuki.ne.jp/shido-rh
http://kanon-kaikan.jp/
https://www.miki-plaza.jp
http://mitoyocs.jp
https://www.marugame-ilex.org/
http://www.tadotsu.org/
http://www.uplaza-utazu.jp
http://www.higashikagawa-kouryuplaza.com/
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp

