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■所在地
東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル内

■いちょう坂イベントステージA、B、C
面積： Aステージ 約18.55㎡ ※別紙図面にてご確認お願いします。

Bステージ 約10.08㎡ ※別紙図面にてご確認お願いします。
Cステージ 約 7.2㎡ ※別紙図面にてご確認お願いします。

高さ制限： 4m

電気設備： 100V 20A／1500W×3ヵ所 ※動力無し
コンセント差込口2口×3ヵ所

水道設備： 無し

床仕様： Aステージ 鉄筋コンクリート
Bステージ ウッドデッキ
Cステージ ウッドデッキ

付帯設備： いちょう坂フォトボード

照明設備： 無し

使用時間： 午前11時～午後６時

設営撤去時間：０時～午前9時 …搬入出可 ※音が出る作業は不可
午前9時～午前11時 …音が出る作業可
午後18時～午後20時 …音が出る作業可
午後20時～午後24時 …搬入出可 ※音が出る作業は不可
※但し、作業エリアが限定され、施設の運営上、支障がないと認められる場合に限り
上記時間帯以外にも作業を実施頂けます。作業内容については事前にご相談ください。

その他： マイク使用可（有線、機材は持込になります）、マイク・BGMは音量制限あり

＊ご利用に関するご相談、ご照会につきましては随時承ります。お気軽にお問合せ下さい。

１ メディア概要
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２ いちょう坂イベントスペースのご利用にあたって
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いちょう坂イベントスペースのご使用にあたっては以下の点にご留意ください。

１．運営管理責任について
イベントスペースを使用期間中の、施設の管理、来場者の整理・案内、盗難、火災、事故等の防止、急
病・けが人発生時の対応等については、主催者の責任において必要な対策を講じてください。

２．来場者動線
品川プリンスホテルは、ホテル事業の他、水族館、映画館などのエンターテインメント施設からなる大規
模複合施設であり、いちょう坂イベントスペースは通路として常時開放しております。イベント実施中は、
通路の流動確保を行い、安全で快適な通行の確保を、お願いいたします。

３．搬入・搬出について
品川プリンスホテルの近隣は住宅地でもあり、路上駐車については、所轄警察署から指導を受けておりま
す。搬出入は事前に入念なご検討ご調整いただき、計画的かつ安全に十分配慮した作業を実施いただきま
すようお願いいたします。

３ 料金について

●メディアパッケージ
掲出開始4ヶ月前まではメディアパッケージの販売を優先させて頂きます。

●イベントステージ
4ヶ月前の1日からは、ご自由にメディアをお選び頂けるオープン販売となります。

●施設側の自社催事等で、イベントステージをご利用いただけない期間は、売り止めとさせて頂きます。
あらかじめご了承ください。

～4ヶ月前
（例12/1）

セット販売優先

掲出開始
（例4/1）

オープン販売 掲出開始

メディアパッケージ

イベントステージ

広告媒体

施設側自主催事 売り止め 掲出開始

４ 販売方法について

平日／１day 休日／１day

90,000 150,000

掲出料金

（税別）

Ａ・Ｂ・Cセット

※運営管理費（立会費）は、製作施工時・イベント本番の立会費を含みます。
※臨時警備費は、前日夜間施工や当日夜間撤去などの警備費が別途必要になる場合がございます。

立会費 臨時警備費

6時間／1人

50,000

運営管理費

（税別） 別途お見積り



５－１ 申込から開催までの流れ

申込者 ケシオン

①お問合わせ
②利用に関するご案内
（会場概要・利用条件等）
※決定優先のため、仮予約はできません。

③イベント企画書の提示
④弊社指定の申込書のご提出
※会場枠は確保致しますが、利用確定ではありません。

随時お打合せ ⑤審査（催物内容確認）
⑥使用承諾書兼使用条件確認書の発行

⑧関係諸官庁への届出
（消防署、警察署、保健所等）
⑨イベント企画書（確定版）のご提出

事前お打ち合わせ

ご利用日の2週間前まで

⑩イベント企画書最終確認
⑪関係諸官庁届出書面確認
⑫見積書・請求書 送付

ご利用日の1週間前まで
⑬会場使用料のお支払

ご利用日当日
⑮設営、本番、撤去

⑭会場の引渡し

⑯原状回復の確認

⑰請求書の発行（ご利用当月末）

⑱会場使用料以外の利用料金お支払

※ご利用に関するご相談、ご照会につきましては随時承ります。お気軽にお問合せください。

５－２ 申込み手続き
弊社指定の申込書にご記入いただき、企画書と併せてご提出ください。審査を円滑に行うためイベント実施
内容については事前にご相談ください。イベントの内容によってはご利用いただけない場合があります。
※お申込み後のキャンセルは致しかねます。

５－３ 申込みの承諾
申込書を受領後、内容を審査させて頂き弊社が使用可能と判断致しました場合に「使用承諾書兼使用条件確
認書」を発行いたします。その書面への捺印を以って、使用確定とさせて頂きます。
※審査により申込をお断りする場合があります。その場合のキャンセル料は頂きません。

⑦使用承諾書兼使用条件確認書に捺印し、返送
※本書面の受領をもって利用確定となります。

５ 申込み手続き

４



５－４ 事前打合せ
（１）利用日の2 週間前までに、弊社担当者と施設利用にあたっての会場レイアウト、タイムスケジュー

ル、音出しの有無、関係諸官庁への届出、警備員の有無、使用車輌、荷重区域の確認、車輌搬入出
ならびに一般の方の動線や、プレス対応等、詳細なお打合せを行なって下さい。
※関係諸官庁への届出に関しては申込者側で行ってください。
※許可書等の書類の写しを必ず弊社までご提出ください。

（２）イベント企画書最終確認時に提出して頂く企画書と実施内容が大幅に異なる場合、内容の変更また
は当該イベントの実施をお断りさせて頂く場合がございます。

（３）イベントの設営、実施、撤去に至るまで警備員を配置してください。また、施設内での様々な作業
にあたり、弊社所定の「作業届」などの申請が必要になります。

５ 申込み手続き

４

６ ご利用にあたって

６－１ 使用料等
（１）使用料の支払いは、使用期間初日の前日までに弊社の指定する銀行口座に一括振込みにてお支払いく

ださい。振り込み手数料はご負担ください。

（２）お支払期日までにご入金が確認できない場合および必要な提出書類が揃っていない場合は、使用期間
が始まっていてもご使用を開始することはできません。

（３）万が一使用がキャンセルとなる場合、使用料全額を違約金として申し受けます。６－２禁止事項の規
定により使用が中止になった場合も同様とします。

（４）弊社の都合で使用を中止していただく場合は、未経過期間分の使用料を日割り計算にて返金いたしま
すが、このことによる損害賠償はいたしません。天災その他両社の責によらない理由による使用中止
の場合も同様とします。

（５）使用の終了または中止に伴う広告物等の撤去費、清掃費等を含む原状回復にかかる一切の費用は貴社
の負担とし、弊社にて原状回復を行った場合は、作業日月末で締めて、翌月末日まで（末日が銀行休
日に当たる場合は前営業日）にお支払いください。支払方法は（１）の通りとします。

６－２ 禁止事項
以下の各号に該当する場合、広告媒体、イベントスペースの使用をお断りします。万が一該当した場合は、
使用期間中であっても使用を中止していただきます。その際、貴社及び主催者にいかなる損害が生じた場合
であっても弊社は一切の責任を負いません。
（１）法令、公序良俗に違反する、またその恐れのある場合。
（２）反社会的勢力、反社会的活動を行う団体もしくは、これに準じるものが関係している場合。
（３）特定の宗教色、政治色を有するものの場合。
（４）使用権利の譲渡および転貸した場合。
（５）品川プリンスホテル及びテナント（以下、品川プリンスホテルという）と競合関係にあたるものの場

合( ホテル・水族館・シネマ・ボウリング・ホール・スポーツ施設(テニス、ゴルフ、ジム、プール等)
（６）関係諸官庁から中止命令が出た場合。
（７）建物及び付帯設備を損傷または滅失する恐れがあると弊社が判断した場合。
（８）近隣あるいは警察・関係諸官庁から騒音・臭気・交通障害等の苦情があった場合。
（９）1メディア概要に定める時間外に弊社の許可なく使用を行った場合。
（１０）本使用条件に違反した場合、また弊社の指導に従わない場合。
（１１）前各号の他、弊社が妥当ではないと判断した場合。をお願いします。



６－３ 反社会的勢力の排除
（１）主催者または申請者は、弊社に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準じ

る者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと、反社会的勢力の支
配・影響を受けていないこと、自己の役員（取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう）、従業員、
関係者等が反社会的勢力又はその関係者ではないこと、反社会的勢力に自己の名義を利用させる者で
はないことを表明し、保証していただきます。

（２）主催者または申請者が、前項の表明・保証に違反したときには、何らの通知・催告その他の手続きを
要せずに、直ちに本承認を解除させていただきます。

（３）弊社が、前項の定めにより本承認を解除したときは、解除された相手方に損害が生じても、何らこれ
を賠償ないし補償することを要せず、弊社ならびに施設に損害が生じたときは、解除された相手方は
その損害について賠償する責を負って頂きます。

６－４ 使用中止
以下の項目に該当する場合は、その場でイベントを中止させて頂く場合がございます。この場合、お支払い
いただいた使用料金は返還できません。また、このために生じた損害の賠償はいたしません。
（１）申込書の記載に偽りがあった場合、お申込み時と使用時の催事・イベント内容が大きく異なる場合。
（２）使用規則及び弊社の指導に従わない場合。
（３）使用の権利を他に転貸・譲渡した場合。
（４）関係諸官庁から中止命令が出た場合。
（５）品川プリンスホテルの運営上、支障があると認められた場合。
（６）大規模地震対策措置法により警戒宣言が発令された場合。
（７）「６－３反社会的勢力の排除」に抵触していると認められる場合。

６－５ 関係諸官庁への届出
催物の内容により、必要に応じて、関係諸官庁にご相談のうえ、必要な手続・届出をとってください。なお、
上記届出書類は予め弊社にて確認しますので各１部ご提出ください。また、許可取得後、その許可された諸
届出のコピーを１部ご提出ください。万一、届出不備のため開催不能となった場合、弊社または施設側では
その責任は負いません。この場合、お支払いただいた料金等は返還いたしません。
◆催物開催届 等

高輪消防署 03-3446-0119
◆音楽著作権使用許可書

日本音楽著作権協会 東京イベント・コンサート支部 03-5321-9881
◆必要と思われる場合

高輪警察署 03-3440-0110
みなと保健所 03-6400-0050

６－６ 警備について
安全管理のため、搬入・搬出時およびイベントスタッフが不在となる時、その他、弊社が必要と判断した場
合については、警備会社による警備を行っていただきます。各社との間に生じた事故・トラブルに関しては、
何等責任を負いません。

６－７ 安全な催物の催行
使用に際して下記事項を必ずお守りください。
（１）イベントスペース使用期間中においては、そのスペースもしくは使用内容により発生した事故につい

ては、使用者自身のみならず、関係会社や来場者行為であっても、全て使用者に責任を負っていただ
きますので、事故防止には万全を期してください。

（２）来場者等の安全・快適かつ自由な通行を阻害しないように留意してください。また、イベントスペー
ス外への什器や物品の設置はできません。

（３）使用期間中、責任者は必ず常駐し、弊社と相互連絡のとれる状態を保ってください。
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（５）イベントスペース使用期間中は主催者様側のスタッフが常駐いただきイベントスペースの安全の確保
をお願いいたします。複数日程に亘る開催などの際は弊社指定の警備員を配置してください。

（６）会場には控室はございません。イベントスペース使用期間中の物品、私物管理につきましては、主催
者様責任にてお願いいたします。雨天、荒天時の破損、盗難責任につきましては負いかねます。

（７）施設の使用中（搬出入時も含む）の人的･物的損害に対する賠償責任は、主催者様の負担となります。
また、使用期間中の観客の整理及び安全管理は主催者様の責任で行ってください。

（８）搬入時間及び経路の制限がありますので、事前に打合せの上、作業をお願いいたします。

（９）搬入・搬出時は通行人に危害を与えないよう、主催者様の責任において警備員を配置してください。

（11）搬出搬入及び車両に関しては養生や車両重量など、弊社とお打ち合わせにて詳細をご確認ください。
その他施設、備品、および付帯設備等を汚損、破損するおそれのある場合には、事前に弊社の承認を
うけたうえ、使用者の責任と負担において適切な養生を必ず行ってください。

（12）建物・設備・器具・備品等への糊付け、貼り紙、釘打ちなど原状回復を困難にする行為は堅くお断り
いたします。

（13）電源盤からイベントスペース内に電源を引き込む場合、あるいは、イベントスペース内で配線を行う
場合には、お客さまが躓かないよう必ずコード等への養生を行ってください。その際にはパンチカー
ペット、配線ガード等を使用するなど、安全対策を十分に行ってください。

（14）造作物、看板等の設置に当たっては風速20m/sの風に耐えられるよう施工・設置してください。ただ
し、記載の数値は目安でありますので、使用者がその責任において安全に配慮した設計を行い、状況
に応じた対応をとってください。

（15）設営（仕込み）を完了させた時点で、必ず弊社のチェックを受けてください。※チェック時、設営の
不備等があった場合はその場で再度調整していただきます。

（16）火気の使用はできません。電気を使った熱源等を持ち込まれる場合も、必ず、弊社にご相談ください。

（17）関係者による客用の施設（喫煙所、トイレ、エレベーター、エスカレーター等）の使用はご遠慮
ください。喫煙・飲食は所定の場所でお願いします。

（18）音を出す場合は、あらかじめ弊社と打ち合わせた音量で行ってください。（70デシベル以下）近隣か
ら苦情があった場合や弊社の判断により、音量の調整または音出しを中止していただくことがありま
す。また、マイクをご利用の場合は有線をご利用ください。ワイヤレスマイクは品川プリンスホテル
内貸し会議室のマイクと混線する場合があります。

（19）看板･ポスター･配布物等の掲示及び配布は、予め弊社の承認を必要とし、所定の場所以外への掲示及
び配布は堅くお断りします。また、終了後速やかに撤去してください。

（20）ウェブサイトを含むイベントの告知に関する広告類の掲示、及び配布物等の配布を行う場合、内容、
表現等の確認が必要となりますので、事前にサンプル等をご提出ください。

（21）イベント開催中に取材、撮影、録音等を行う場合には、事前に弊社の承認を受けてください。

（22）イベント中、また設営・撤去時に出たゴミ等は主催者様が責任を持ってお持ち帰りください。品川プ
リンスホテル内ゴミ箱等に投棄する行為は堅くお断り致します。

（23）その他会場運営上、弊社より主催者様に警備員もしくはスタッフの配置を要請する場合があります。
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6ー8 原状回復の義務
利用終了したときは、イベントスペース、及び利用施設を原状に回復していただきます。
イベントスペース、及び利用施設の原状回復と清掃は、主催者様にて行ってください。イベントスペース使
用終了時に弊社にて点検を実施し、原状回復されていない箇所がある場合には、主催者様へご連絡のうえ、
原状回復を実施していただきます。なお、主催者様が原状回復義務を履行しないときは、弊社がこれを代行
し、その費用および、主催者様が原状回復を履行しないことにより生じた損害の賠償を主催者様へ請求させ
ていただきます。

６－９ 搬入搬出について

（１）搬入出に際しては必ず弊社と事前協議、相談の上、当日は必ず施設側の指示に従ってください。

（２）事前に「搬入出」「作業届」の提出が必要になります。

いちょう坂
イベント
ステージ
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6ー１０ 入館・退館手続について
警備スタッフ、運営スタッフの皆様は必ず、Nタワー防災センターで入館・退館手続きを毎日行ってください。

Nタワー防災センター

■手続きの手順
①Nタワー防災センターで会社名、名前、入館時刻を記入してください。
②入館バッジの受領。
③うがい、手洗いの徹底。
④退館の際、入館バッジの返却と、退館時刻を記入してください。
※要返却なので無くさないようにしてください。
※入館バッジは退館時まで着用してください。
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6ー１１ スタッフ・警備のトイレ・休憩場所・喫煙所について

■トイレへの導線

■休憩場所への導線

※館内へ入る際は入館バッジを必ず着用してください。

※館内へ入る際は入館バッジを必ず着用してください。
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■喫煙所への導線

※館内へ入る際は入館バッジを必ず着用してください。

6ー１１ スタッフ・警備のトイレ・休憩場所・喫煙所について
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6ー１２ 一般客からの質問について

■一般客からの質問について、下記場所の誘導については徹底してください。

②マクセル アクアパーク品川（水族館）

イベントステージ
⑤Ｎタワー2Fフロント

①T・ジョイPRINCE品川（映画館）

いちょう坂

③品川キッチン（ご飯）

④トイレ（セブンイレブンの奥）

②アクアパーク品川（水族館）①T・ジョイPRINCE品川（映画館）

③品川キッチン（ご飯を食べれる場所） ④トイレ（セブンイレブンの奥）

①T・ジョイPRINCE品川（映画館）
②マクセル アクアパーク品川（水族館）
③品川キッチン（ご飯を食べれる場所）
④トイレ（セブンイレブンの奥）
※上記以外の質問に関しては⑤のNタワー2Fフロントをご案内してください。
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