日本語／English

音楽資料室 / Music Library

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館
〒110-8716 東京都台東区上野公園 5-45
音楽資料室

Music Library

音楽資料室は、数少ない音楽専門の図書館として、1961年10月
に開設されました。クラシック音楽を中心に、民族音楽、邦楽、
舞踊などの資料を無料で閲覧・視聴することができます。
The Music Library was opened in October 1961 as one of the
few libraries exclusively for music. The library's collections
mainly cover classical music and also include ethnic, Japanese, dance, and other music genres. They are available for the
public to view and listen to free of charge.

レストラン＆ショップ / Restaurant & Shop

Tel.
（03）
3828-2111
（代）
t-bunka.jp
Tokyo Bunka Kaikan, Tokyo Metropolitan Festival Hall
operated by Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
5-45 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo, 110-8716 Japan
Tel. +81-3-3828-2111

t-bunka.jp

チケットサービスのご案内
窓口：10:00〜19:00
Tel.
（03）
5685-0650（10:00〜18:00）
（休館日を除く）
Box Office：10:00〜19:00
Tel. +81-3-5685-0650 (10:00〜18:00)
(except closed days)
東京都美術館
不忍池
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レストラン

Restaurant

本格的な味わいを提供するレストラン、開放的なカフェテリ
ア、ご友人やご家族への贈り物や、公演の思い出にお買い物
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JR 上野駅 JR Ueno Station

「上野」駅公園口改札 徒歩 1 分
JR線

ゆったりとしたお時間をお過ごしください。

地下鉄

国立科学
博物館

公園案内所
Information Center

地下鉄 銀座線・日比谷線 上野駅
Ueno Station on the Ginza and Hibiya subway lines

ができるショップ。歴史を深めた東京文化会館ならではの、

A restaurant offering authentic flavors, an open cafeteria, and a
gift shop providing gifts for friends and family and souvenirs of
the performances. Enjoy a unique and relaxing time at Tokyo
Bunka Kaikan, a venue with a rich and vibrant history.

国立西洋
美術館

至鶯谷
To Uguisudani

「上野」駅 徒歩5 分
銀座線・日比谷線

「京成上野」駅 徒歩7分
京成線
One minute walk from the "Koenguchi" (Park Gate) of JR Ueno Station
Five minutes walk from Ueno Station on the Ginza and Hibiya subway lines
Seven minutes walk from Keisei Ueno Station on the Keisei line

小ホール / Recital Hall

大ホール / Main Hall

小ホールでは、国内外のアーティストによる室内楽やリサイタ
ルが、日々開催されています。その小ホールの響きは"奇跡の
音響"と称され、聴衆や演奏家を魅了し続けています。
東京文化会館は、世界文化遺産に登録された国立西洋美術館
を設計したル・コルビュジエの弟子、前川國男が設計しまし
た。ル・コルビュジエへの敬意を込めて、その建物の高さを揃
えるなど、調和を大切にした建築を生み出しています。
Chamber music concerts and recitals by domestic and international artists
are held almost every day in the Recital Hall. The sound of the Recital Hall
is known over the world for its "miraculous" acoustics, and continues to
enthrall audiences and performers. Tokyo Bunka Kaikan was designed by
Kunio Maekawa an apprentice of
Le Corbusier, designer of the
National Museum of Western Art,
which is registered in the World
Heritage list. In honor of Le
Corbusier, the height of the building is uniform creating a design
小ホール
View from Recital Hall stage
that values harmony.

大ホール

大ホール（客席） View from Main Hall stage

東京文化会館は、
「首都東京にオペラやバレエもできる本格的な
音楽ホールを」
という要望に応え、
東京都が開都500年事業として
建設し、1961年4月にオープンしました。開館当初から、レナード・
バーンスタイン、
ヘルベルト・フォン・カラヤン、
マリア・カラスなど、
世界の著名な指揮者やアーティストによる名演の数々が繰り広げ
小ホール

Recital Hall

られ、
音楽の殿堂として、
"Tokyo Bunka Kaikan"の名は広く世界
に知られています。

小ホール

客席数 : 649席

Recital Hall

Seats : 649

大ホール

客席数 : 2,303席
5階建て

Main Hall

大ホールホワイエ

Foyer

Tokyo Bunka Kaikan was established in April 1961 by the Tokyo
Metropolitan Government, in response to public request for a
full-scale venue in which to enjoy opera and ballet in Tokyo as well as
to commemorate the 500th Anniversary of the city. Performances by
world-renowned conductors and artists such as Leonard Bernstein,
Herbert von Karajan and Maria Callas have honored the venue since
its opening. The name "Tokyo Bunka Kaikan" is well received
throughout the world as a "music hall of fame."
Main Hall

Seats : 2,303
5 stories

