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江戸末期から当地に続く、洋室もある古民家

外観・庭
家屋の周囲は竹やぶや樹木に囲まれておりま
すので、窓から隣家や電柱、電線などが見え
ることはありません。
また、室内だけでなく外廻りにも撮影内容に
応じたシューティングポイントを見つけるこ
とができます。

 

和 室
当時のテクスチャーを残して再生しました
（天上高3ｍ 12.5 7.5 12.5畳の三部屋つづ
き/他8畳の離れ/蔵など）
60ｃｍ巾の梁や大黒柱、黒光りする板戸等、
すべて当時のままです。

 

洋 室
厩部分はヨーロッパの郊外で見られるような
古い納屋を改装したバーンハウスとして再生
いたしました。
なお、天上裏には2ヵ所の俯瞰、およびライ
ティング用の開口部を設けましたので変化に
富んだ撮影が行えます。

Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery
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Photo Gallery :: 外観・庭  

Photo Gallery :: 和 室
 

Photo Gallery :: 洋 室

板の間・囲炉裏(いろり)
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間取り・電源図

画像をクリックすると拡大できます。
PDFファイルをダウンロードできます。

A4印刷用としてPDFファイルをダウンロード
できます。下記Downloadリンクからどうぞ。
(約240KB)

 ロケーション

画像をクリックすると拡大できます。
PDFファイルをダウンロードできます。

A4印刷用としてPDFファイルをダウンロード
できます。下記Downloadリンクからどうぞ。
(約520KB)

 仕 様

 仕 様

面積 274平米 83坪

最大高 3m

敷地面積 3,300㎡ 1,000坪

電気容量 100V:20kw

料金 料金表をご覧下さい 

諸設備

自然光、和風(建物)、和室、リ
ビング、多目的スペース、庭(和
風)、家具常備、キッチ
ン、VTR、同時録音

その他

板の間、置囲炉裏、屋根裏、井
戸、土間、和風リビング、常時
セットの小道具･多少の食器など
の貸し出し無料、建具差し替え
可、蔵内部撮影可、和室での撮
影時は洋室を控え室･メイク室と
して使用可能(有料)

Download Download
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料金表

 スチール ムービー

和 室・庭廻り 16,000円  /h
21,000円  /h (6時間まで)
18,000円  /h (7時間以降)

洋 室 14,000円  /h 19,000円  /h

上記の単価は消費税 別  です。

また複数カメラ、料理撮影時の台所使用、控え室使用、冷暖房費は別途
料金になります。

最低使用時間は2時間です。

キャンセル料

当日～2日前 3日～4日前 5日～7日前

100% 70% 30%

お支払いは現金にてお願い申し上げます。

 営業時間
7:30～22:30 （撤収終了を22:30までに）

駐車場
大型3台 & 乗用車数台可 (無料)、ジェネ車可

スタジオご利用に際し
ロケハンに関しましては、事前に資料請求先  までご連絡ください。

室内の建具（襖、障子、板戸など）は一部差し替えられるものがありま
す。撮影時にいろいろ変化をつけることが可能です。

多少の小道具類を無料で貸し出しております。ロケハン時などにお尋ね
下さい。

事前のご要望があれば出演者（俳優の方やモデルの方）のシャワー室の
ご利用が可能です。

ストロボやタングステンなど照明機材は常備しておりませんのでご手配
ください。

アシスタントはおりませんのでご手配ください。

ヌード及び成人向けの撮影、凄惨なシーンの撮影、室内での火炎状態の
撮影に関しましては、お断りしております。
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アクセス

東名高速 東名川崎インター、田園都市線 たま
プラーザ駅・あざみ野駅、小田急線 柿生・百
合ヶ丘・新百合ヶ丘からの道路図です。
画像をクリックすると拡大できます。

A4印刷用としてPDFファイルをダウンロード
できます。下記Downloadリンクからどうぞ。
(約1MB)

 お車をご利用の場合

東名高速道路、東名川崎ICを出て左折。
道なりに4km程の潮見台交差点を左折
し、500m先左側にある垣根の切れ目にスタジ
オの入口があります。

【駐車場】
大型3台＆乗用車数台可（無料）、ジェネ車可

緯度・経度

35°35'24.29"N, 139°31'52.89"E

Google Map Short Link

http://goo.gl/maps/lm6G

地図 写真 地形読み込み中...

大きな地図で見る

 電車をご利用の場合

東急田園都市線たまプラーザ駅
(急行停車駅)下車

⇒タクシー8分
⇒たまプラーザ駅構内北口バス乗り場

「美しが丘西」行き
【美しが丘西二丁目】下車 1分

「新百合ヶ丘」行き
【潮見台】下車 5分

「小田急線柿生駅」行き
【保木（ほぎ）薬師前】下車 3分

東急田園都市線 あざみ野駅
(急行停車駅)下車
横浜市営地下鉄3号線 あざみ野駅  下車

⇒あざみ野駅西口バス乗り場

「田園調布学園大学」行き
【桜アベニュー】下車 2分

小田急線 柿生駅、百合ヶ丘駅、新百合ヶ
丘駅 下車

⇒タクシー13分

Download
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エムズハウス

建物について
スタジオに使っている建物 (主屋) は、1868年 (140余年前) の末にこの地に建てられたものです。
文化財 (文化庁 登録有形文化財) でもありますので、常に手入れをしながら今日まで保って参りました。
残念ながら撮影時の損傷は免れがたく、縁側、敷居、柱などの木部は補修不可能な傷も付きました。
現在では新建材に替える事は簡単には出来ない状況にあります。

この様な点をご理解頂き、ご協力をお願いして、今後もしばらくは「スタジオとして」業務を続けて参り
ますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

» 文化遺産オンライン「関戸家住宅主屋」
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資料請求
ご予約・資料請求に関しましては、お手数ですが下記連絡先までお問い合わせ願います。

エムズハウス
〒225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西2-40-8
Tel：045-901-7090 / Fax：045-901-7040
www.nagsy.com

 PDFカタログ

このWEBサイトの全データ(含む建物の拡大写真)
をA4印刷用としてPDFファイルにてダウンロード
できます。プレゼンテーション時などにお役立て
ください(約4.8MB)

ただいま更新中、5分ほどお待ち下さい
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潮見台 

● 自動車 東名高速道路、東名川崎ＩＣ出て左折。 道なりに４ｋｍ程の潮見台交差点を左折し、 

      ５００ｍ先左側にある垣根の切れ目にスタジオの入口があります。 

 

● 電 車 東急田園都市線  たまプラーザ駅（急行停車駅） 下車                                  

      ◆ タクシー ８分 

      ◆ バス  北口バス乗り場  ＜美しが丘西＞    行き 「美しが丘西二丁目」下車 1分 

                            ＜新百合ヶ丘駅＞  行き 「潮見台」下車 5分 

                                      ＜小田急線柿生駅＞行き 「保木(ほぎ)薬師前」下車 ３分 

東急田園都市線 あざみ野駅（急行停車駅） ・ 横浜市営地下鉄 3号線 あざみ野駅 下車     

            ◆ バス 西口バス乗り場    ＜田園調布学園大学前＞ 行き 「桜アベニュー」下車 ２分 

      小田急線  柿生駅 ・ 百合ヶ丘駅 ・ 新百合ヶ丘駅 下車                               

      ◆ タクシー １３分 

 

東急田園都市線  たまプラーザ駅（急行停車駅） 下車 

東急田園都市線 あざみ野駅（急行停車駅） ・ 横浜市営地下鉄 3号線 あざみ野駅 下車 

小田急線  柿生駅 ・ 百合ヶ丘駅 ・ 新百合ヶ丘駅 下車 
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