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※ 本資料の内容は、令和 3 年 10 月時点のものであり、記載内容は変更する場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 

 

【アクリエひめじ スタジオの使用について】 

 

１ アクリエひめじの休館日及び開館時間 

(1) 所在地  姫路市神屋町 143-2 

(2) 休館日  12月 29日から翌年 1月 3日まで 

毎月第 2火曜日（施設点検日） 

(3) 開館時間  9:00～22:00 

(4) 各施設の利用時間 

・ 利用時間には、準備・後片付け等の時間も含みます。 

許可された時間内にすべての作業を終了するよう、時間厳守をお願いします。 

⚫ スタジオ１～６ 

利用区分 利用時間 （110分/区分） 

午前① （1 区分） 9：00～10：50 

午前② （1 区分） 11：00～12：50 

午後① （1 区分） 13：00～14：50 

午後② （1 区分） 16：00～17：50 

夜間① （1 区分） 18：00～19：50 

夜間② （1 区分） 20：00～21：50 

※ 連続使用可 

 

２ 駐車場等 

(1) 一般駐車場（屋外・有料） 

① 駐車台数  普通車：381台 

② 入場時間  7:00～22:00、出場時間は終日（24時間）対応 

※ 一般駐車場に駐車の際は、事故防止及び安全確保のため、左折での入場をお願い

します。 

※ 駐車台数には限りがありますので、公共交通機関の利用をお願いします。 

(2) 自動二輪車（原付を含むオートバイ）・自転車駐輪場  約 200台（無料）  
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【スタジオ概要】 

 面積 主な設備（予定） 利用目的 

１ 

階 

スタジオ１ 約 140㎡ 
・防振遮音構造 

・看板用バトン 1本 

・ピアノ（セミコン） 

音楽、演劇、ダンスなどオー

ルジャンル（太鼓含む） 

スタジオ２ 約 17㎡ ・ピアノ（アップライト） 
少人数、個人による音楽利用

など 

スタジオ３ 約 17㎡ 

・防振遮音構造 

・バンドセット（ドラムセット、

ギターアンプ、ベースアン

プ、キーボード） 

バンド利用（４人以下程度の

小規模編成）など 

スタジオ４ 約 17㎡  
少人数、個人による音楽利用

など 

２ 

階 

スタジオ５ 約 70㎡ ・ピアノ（セミコン） 
音楽、演劇、ダンスなどオー

ルジャンル 

スタジオ６ 約 70㎡ 

・防振遮音構造 

・バンドセット（ドラムセット、

ギターアンプ、ベースアン

プ、電子ピアノ・キーボー

ド） 

バンド利用（５人程度）、太鼓

など 

 

 

【スタジオ利用料金】 

 午前 ① 午前 ② 午後 ① 午後 ② 夜間 ① 夜間 ② 

 9:00～10:50 11:00～12:50 13:00～14:50 16:00～17:50 18:00～19:50 20:00～21:50 

スタジオ１ 1,700 円 1,700円 2,600円 2,600円 3,400円 3,400 円 

スタジオ２ 

300 円 300円 400円 400円 500円 500円 スタジオ３ 

スタジオ４ 

スタジオ５ 
900 円 900円 1,300円 1,300円 1,700円 1,700 円 

スタジオ６ 

※ 「午後①」と「午後②」区分を連続して使用する場合は、別途１時間分の延長料金（午後料金

の 1/2相当）が発生します。 

※ スタジオ使用において、①入場料等を徴収する場合、②商品の展示又は販売を行う場合は、

割増料金が適用されます。詳しくはアクリエひめじまでお問い合わせください。 
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【ご利用の流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

※ 毎月 1日（１月は５日）13時から、翌月分の予約（抽選会）を開始します。（受付は 30分前） 

※ 抽選会の会場はスタジオ１で行う予定ですが、施設の利用状況等により変更する場合があり

ます。 

※ 抽選会専用の駐車場はありません。有料駐車場はありますが、できるかぎり公共交通機関で

ご来館ください。 

 

【使用申込みについて】 

 

１ 使用申込みの受付期間 

※1 使用期日：使用しようとする日 （参考）令和４年１月使用分は令和３年１２月１日が受付初日 

※2 窓口予約の受付開始日は毎月１日としますが、1月は 5日とします。 

※3 システムを利用して施設の予約を行う場合は、事前に利用者登録（無料）が必要です。 

※4 システム予約の受付開始日は毎月 2日としますが、1月は 6日とします。 

※ 全館を使用した大規模催事の実施等、警備上やむを得ないと認められるときは、スタジオを

お貸しすることができない場合があります。 

 

２ 空き状況の確認 

「姫路市公共施設予約システム」から、空き状況を確認することができます。「アクリエひめじスタ

ジオ」の使用を希望される方は、あらかじめ希望日程のご確認をお願いします。 

空き状況の確認には、システムの利用者登録は必要ありません。ホームページ上からどなたで

も確認できます。 

使用可能施設 予約方法 使用申込み受付期間 

スタジオ１～６ 

来館・窓口予約 

（抽選会） 

使用期日※1の属する月の 

1 か月前の月の 1日※213:00から 

使用期日の 3日前まで 

公共施設 

予約システム※3 

使用期日の属する月の 

1か月前の月の 2日※４9:00から 

使用期日の 3日前まで 

1日
抽選会の開催

2日 3日以降　・・・ 3日前 2日前 1日前

来館・窓口
予約

13:00～※

・申請書の提出
・利用料金の納入
　⇒許可書の発行

（申込期限）
・受付
　⇒入室

姫路市公共施設
予約システム

（予約不可）
9:00～
・システムによる
　申込み

（以降、随時受付） （申込期限）
・受付
・利用料金の納入
　⇒入室

予約方法

使用日の前月～
使用日
当日

（以降、随時受付） （予約不可）

（予約不可）
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【お願い・ご注意】 

・ 防音等に配慮した施設となっていますが、使用される楽器や演出等によっては、大きな音

や振動等により、他の施設（小ホールや会議室等）の使用に影響を与える可能性がありま

す。そのため、施設管理者の判断により、音量や使用方法等について制限させていただく

場合があります。 

・ 車両で楽器等の搬入が必要な場合は、７～１０日前までに事務所までご連絡ください。状

況により当日車両による搬入ができない可能性があります。 

・ ご利用に際して不明点が生じた場合は、施設管理者と協議、相談の上、施設管理者の指

示に従っていただきますようお願いします。 

・ 本利用案内、利用料金は、今後改定することがあります。 

・ その他使用に関する注意事項等の詳細は、「アクリエひめじ 施設利用案内」をご確認くだ

さい。 

 

 

【問い合わせ・申込先】 

施設の使用にあたり、ご不明な点などございましたら、お問い合わせください。 

 

アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター） 

〒670-0836 兵庫県姫路市神屋町 143-2 

TEL : 079-263-8082（代表）    FAX ： 079-226-3399 

E-mail : himeji-ccc@c-linkage.co.jp 

※ お問い合わせは、9時から 18時まで 

 

 

 


