
千代田区 区民斎場 万世会館 

住所 千代田区外神田 1-1-7 TEL 03-5295-2831 

最寄り駅 JR「秋葉原」徒歩 5 分 宿泊 可 

ご利用条件 故人又は喪主が千代田区民である事。 使用料 ￥75,000 椅子 約 40 席 

中央区 区民斎場 セレモニーホール 

住所 中央区勝どき 1-13-19 TEL 03-5560-0661 

最寄り駅 大江戸線 「勝どき」徒歩 5 分 宿泊 可 

ご利用条件 故人又は喪主が中央区民であること。 使用料 ￥57,300 椅子 約 70 席 

板橋区 指定斎場 舟渡斎場 

住所 板橋区舟渡 4-14-6 TEL 03-3967-6420 

最寄り駅 JR 埼京線 「浮間船渡」徒歩 15 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人又は喪主が板橋区民であること。 使用料 ￥45,000 椅子 約 50 席 

豊島区 区民斎場 南池袋斎場 

住所 豊島区南池袋 4-25-2 （雑司ヶ谷） TEL 03-5396-2873 

最寄り駅 都電荒川線 「雑司が谷」徒歩 5 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が豊島区民であること。 使用料 ￥57,600 椅子 約 60 席 

文京区 区民斎場 興善寺会館 

住所 文京区西片 1-15-6 （春日町） TEL 
03-5689-2213 福祉課：

03-5803-1202 

最寄り駅 三田線「春日」徒歩 1 分 宿泊 ― 

ご利用条件 
故人または喪主が文京区民であるこ

と。 
使用料 ￥90,000 椅子 約 50 席 

台東区 区民斎場 千松閣 

住所 台東区清川 1-1-2 TEL 03-3873-0061 

最寄り駅 JR「南千住」徒歩 10 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が台東区民であること。 使用料 ￥80,000 椅子 約 20 席 

 

 



台東区 区民斎場 徳雲会館 

住所 台東区東上野 4-1-4 TEL 03-3844-4465 

最寄り駅 JR「上野」徒歩 5 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が台東区民であること。 使用料 ￥200,000 椅子 約 50 席 

 

北区 区民斎場 北区セレモニーホール 

住所 北区浮間 1-13-6 TEL 03-5392-0021 

最寄り駅 JR「北赤羽」徒歩 8 分 宿泊 可 

ご利用条件 故人または喪主が北区民であること。 使用料 ￥60,000 椅子 約 70 席 

港区 区民斎場 やすらぎ会館 

住所 港区南青山 2-34-1 TEL 03-3470-3117 

最寄り駅 千代田線「乃木坂」徒歩 1 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が港区民であること。 使用料 ￥69,000 椅子 約 50 席 

目黒区 区民斎場 セレモニー目黒 

住所 目黒区八雲 1-1-9 TEL 03-5701-3777 

最寄り駅 東急東横線「学芸大学」徒歩 10 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が目黒区民であること。 使用料 ￥72,200 椅子 約 40 席 

品川区 区民斎場 なぎさ会館 

住所 品川区勝島 3-1-3 TEL 03-5471-2700 

最寄り駅 京浜急行「立会川」徒歩 10 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が品川区民であること。 使用料 ￥65,000 椅子 約 50 席 

大田区 区民斎場 平和の森会館 

住所 大田区平和の森公園 2-3 TEL 03-3766-4250 

最寄り駅 京浜急行「平和島」徒歩 10 分 宿泊 ― 

ご利用条件 
故人または喪主が大田区民で 

あること。 
使用料 ￥32,100・￥64,200  椅子 

約 50 席・ 

約 120 席 

 

 



渋谷区 区民斎場 氷川東会館 

住所 渋谷区東 2-20-28 TEL 03-3409-1195 

最寄り駅 JR「渋谷」徒歩 10 分 宿泊 ― 小規模の家族葬向けの式場です。

ご利用条件 故人または喪主が渋谷区民であること。 使用料 ￥5,000 椅子   

世田谷区 区民斎場 みどり会館 

住所 世田谷区北烏山 5-1-5 TEL 03-5313-3131 

最寄り駅 京王線「千歳烏山」徒歩 15 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が世田谷区民であること。 使用料 ￥84,000 椅子 約 40 席 

 

新宿区 区民斎場 牛込箪笥地域センター 

住所 新宿区箪笥町 15 TEL 03-3260-3667 

最寄り駅 大江戸線「牛込神楽坂」徒歩 0 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が新宿区民であること。 使用料 ￥42,700 椅子 約 50 席 

新宿区 区民斎場 落合第一地域センター 

住所 新宿区下落合 4-6-7 TEL 03-3954-1611 

最寄り駅 西武新宿線「下落合」徒歩 5 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が新宿区民であること。 使用料 ￥18,000 椅子 約 30 席 

新宿区 区民斎場 榎町地域センター 

住所 新宿区早稲田町 85 TEL 03-3202-8585 

最寄り駅 東西線「早稲田」徒歩７分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が新宿区民であること。 使用料 ￥23,100 椅子 約 40 席 

新宿区 区民斎場 若松地域センター 

住所 新宿区若松町 12-6 TEL 03-3202-8585 

最寄り駅 大江戸線「若松河田」徒歩 2 分 宿泊 ― 

ご利用条件 故人または喪主が新宿区民であること。 使用料 ￥26,100 椅子 約 40 席 

 

 

 



練馬区 区民斎場 大泉橋戸会館 

住所 練馬区大泉 6-24-6 TEL 03-3925-1325 

最寄り駅 西武池袋線「大泉学園」徒歩 15 分 宿泊 
―  区より 30,000 円助成金がありま

す。 

ご利用条件 
故人または喪主が練馬区民であるこ

と。 
使用料 ￥87,150 椅子   

板橋区 指定斎場  蓮根レインボーホール 

住所 板橋区蓮根 2-19-12 TEL 03-3965-2321 

最寄り駅 都営三田線「蓮根」徒歩 2 分 宿泊 ― 

ご利用条件 
故人または喪主が板橋区民であ

ること。 
使用料

区協定 

￥80,000 
椅子 

大ホール／約100

席 

小ホール／約 50

席 

練馬区 区民斎場 東高野会館 

住所 練馬区高野台 3-10-3 TEL 03-3995-3724 

最寄り駅 西武池袋線「高野台」徒歩 5 分 宿泊 ―  区より 30,000 円助成金があります。 

ご利用条件 
故人または喪主が練馬区民であ

ること。 
使用料

大ホール／

￥87,150 

小ホール／

￥76,650 

新館／￥76,650   

椅子 

大ホール／約

70 席 

小ホール／約

40 席 

新館／約 50 席 

練馬区 指定斎場 寶亀閣斎場 

住所 練馬区石神井台 1-2-13 TEL 03-3996-0214 

最寄り駅 西武池袋線「石神井公園」徒歩 30 分 宿泊   

ご利用条件   使用料   椅子   

 


