
貸会議室・ホール

半田市

施設名 住所 電話 FAX HP

半田市福祉文化会館（雁宿ホール） 半田市雁宿町一丁目22番地の1 0569-23-7341 0569-23-7629
ホール1300席（親子観覧室1室）/講堂300席/視聴覚室96席/会議

室20～60席/社会適応訓練室60席・集会室40席

http://www.city.handa.lg.jp/shogai/bunka/gejutsu/ka

riyadohall/sisetsugaiyou.html

半田市市民交流センター
半田市広小路町155番地の3　クラシティ3

階
0569-32-3430 0569-32-3447

ホール椅子席120席/ミーティングルーム20・24席/市民活動ルーム

12席（3室つなげて使用可）・18席

http://www.city.handa.lg.jp/s-

kyodo/kurashi/shimin/koryucenter/homepage.html

アイプラザ半田 半田市東洋町一丁目8番地 0569-23-2255 0569-22-4321 講堂599席/小ホール250席/会議室16～54席/研修室90席
https://www.city.handa.lg.jp/kanko/bunka/gejutsu/s

hisetsu/i-plaza/index.html

半田商工会議所 半田市銀座本町1-1-1 0569-21-0311 0569-23-4181 会議室80～200席/研修室18・30席 http://www.handa-cci.or.jp/

半田赤レンガ建物 半田市榎下町８ 0569-24-7031 0569-24-7033 会議室48席／会議室36席／会議室59席／会議室75席 http://handa-akarenga-tatemono.jp/

知多信用金庫　ほしざきホール
半田市星崎町3丁目39番地の10　本店営業

部3F
0569-26-1001 多目的ホール座席数300席（うち、120席は可動式で格納可）

https://www.chitashin.co.jp/about/chiiki/hoshizaki.ht
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常滑市
施設名 住所 電話 FAX HP

常滑市民文化会館 常滑市新開町5-65 0569-35-3111 0569-35-3112
ホール固定席1階：831席 固定席2階：350席（計1,181席）/練習

室（会議・研修使用可）３室

http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisetsu/kominkan

/1001162.html

とこなめ市民交流センター 常滑市神明町3-35 0569-43-0660 0569-43-0838 講義室80席/会義室45席
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisetsu/byoin/100

0669.html

南陵公民館 常滑市苅屋字加茂151 0569-34-4748 24～120席 tokoname-nanryou.com

中央公民館 常滑市新開町５-65 0569-35-6311 15～80席 https://www.tokoname-bunka.jp/

青海公民館 常滑市大塚町177 0569-43-6622 30～120席 http://tokoname-seikai.com/

常滑商工会議所 常滑市新開町５-58 0569-34-3200 12～200席 http://www.toko.or.jp/

常滑市陶磁器会館 常滑市栄町３-８ 0569-35-2033 20～80席 http://www.tokoname-tk.jp/

常滑市体育館 常滑市金山字下砂原78-１ 0569-43-5111 35～105㎡
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisetsu/gym/1002

046/1001884.html

イオンモール常滑 常滑市りんくう町2-20-3 0569-35-7500
【イオンホールA】　140.22㎡

【イオンホールB】　158.17㎡

https://tokoname-

aeonmall.com/special/lists/aeonhall

中部国際空港セントレア 常滑市セントレア1-1 0569-38-7227 0569-38-7574 ホール330席/会議室8～63席 https://www.centrair.jp/

東横INN中部国際空港本館１ 常滑市セントレア４-２-５ 0569-38-0045 8～120席
https://www.toyoko-

inn.com/search/detail/00148/service/

NTPマリーナりんくう 常滑市りんくう町３-６-１ 0569-35-7200 183㎡ https://www.ntp.co.jp/marina/rinku/

Jホテルりんくう 常滑市りんくう町３-２－１ 0569-38-8320 29～89㎡ https://www.j-hotel-rinku.com/page1

東海市
施設名 住所 電話 FAX HP

東海市芸術劇場
東海市大田町下浜田137番地（ユウナル東

海内）
0562-38-7030 0562-38-7028

多目的ホール274席/ミーティング室12～18席/会議室24席/大ホー

ル1025席
https://www.tokai-arts.jp/

東海市立市民活動センター
東海市大田町後田２０番地の１　ソラト太

田川３階　東海市民交流プラザ内
0562-32-3400 0562-32-8180 小会議室12席/大会議室50~150席 http://tokaishimin3400.ec-net.jp/
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貸会議室・ホール

東海市立横須賀図書館 東海市養父町北反田41番地 0562-39-1222 0562-33-1555 小会議室３６席／大会議室６０席 http://www.city.tokai.aichi.jp/18809.htm

東海市立文化センター 東海市横須賀町狐塚11番地 0562-33-2266 0562-32-9318 ホール514席/会議室24～36席/講義室24~120席 http://www.city.tokai.aichi.jp/bunka-center/

大府市
施設名 住所 電話 FAX HP

愛三文化会館（大府市勤労文化会館) 大府市明成町一丁目330番地 0562-48-6151 0562-48-6153 ホール817席・326席→机150席/会議室12~36席/研修室81席 http://obu-kinrou.com/

おおぶ文化交流の杜 allobu 大府市柊山町六丁目150-1 0562-48-5155 0562-48-5166 ホール315席/会議室30~100席 https://allobu.jp/

大府市民活動センター【コラビア】 大府市森岡町四丁目8番地 0562-44-8500 0562-44-8511 会議室18~30席 http://www.medias.ne.jp/~collabia/index.htm

知多市
施設名 住所 電話 FAX HP

知多市勤労文化会館 知多市緑町5－1 0562-33-３600 0562-33-4600
ホール400~1001席/会議室10~40席/

研修室44～108席
https://kinbun-chita.com/

阿久比町
施設名 住所 電話 FAX HP

阿久比町勤労福祉センター（エスぺランス丸山) 知多郡阿久比町大字椋岡字丸山14番地1 0569-48-6644 多目的ホール360席/会議室15席
https://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?co=

cat&frmId=413&frmCd=4-19-3-3-0

阿久比町立中央公民館 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地 0569-48-1111代 0569-48-6229
集会室12席/研修室16~36席/視聴覚室30席/会議室30~45席/アグ

ピアホール  可動席270席・折畳席130席

https://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?co=

cat&frmId=4567&frmCd=4-19-2-1-0

東浦町
施設名 住所 電話 FAX HP

東浦町文化センター 知多郡東浦町大字石浜字岐路10 0562-83-9567 0562-84-2202 ホール350席/視聴覚室60席/会議室20~40席/実習室40席

http://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/kurashi/shisetsu/annai/14549309520

94.html

勤労福祉文化会館 知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2 0562-83-6118 0562-83-6117 会議室50~80席/研修室20席

http://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/kurashi/shisetsu/annai/14549309502

78.html

このはな館ホール 知多郡東浦町大字緒川字沙弥田2-1 0562-83-3111 0562-84-6422

http://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/kurashi/koen/odaikoen/riyouannnai/1

454930958697.html

武豊町
施設名 住所 電話 FAX HP

武豊町地域交流センター 知多郡武豊町字忠白田11番地1 0569-73-6001 0569-73-7377 ホール18~72席/会議室32席 https://taketoyo-kouryu.jp/rental.php

武豊町民会館 ゆめたろうプラザ 知多郡武豊町字大門田11 0569-74-1211 0569-74-1227
ミーティングルーム12~24席/情報考房(多目的ルーム)36~54席/

ホール678席/ホール200~230席

http://www.town.taketoyo.lg.jp/kaikan/riyou/index.ht
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武豊町中央公民館 知多郡武豊町字山ノ神20番地1 0569-73-2424 0569-73-2425
講堂500席、実習室36席、和室10～50席、講座室36席、視聴覚室

138席、教育研修室15席、団体室20席、会議室18～40席

http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?c

o=cat&frmId=131&frmcd=4-2-9-0-0 -22-
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