
イベントスペース
ガイドブック

東京ミッドタウンマネジメント

メディアセールス事務局

お問合せ： 03-3475-3241 平日10時～18時



【キャンセル料】

利用開始日
61日前まで

・50％

利用開始日
60日前から
31日前まで

・80％

利用開始日
30日前から
・100％
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[イベントスペース]（オープン）お申込みから実施まで

利用開始日
45日前

利用月
4ヶ月前の

１日

①お問い合わせ

■空状況や実施に関するご質問等については随時 お問い
合わせください。

※お申込み受付は利用月4ヶ月前の１日からとなります。
（例；10月利用の場合は6/1）からとなります。

○
お
問
い
合
せ

■当該期間の空き状況を確認後、申込書にご記入の上、
実施内容を記した企画書と一緒に当社までご送付ください。

※お申込みは実施日の20日前まで受付いたします。

■広告主・ご利用内容については当社による事前審査が
ございます。 事前に実施可否をご確認ください。

②お申込み受付

■申込書を受理したのち5営業日以内に、ご利用者ならびに
企画内容を審査した上で、利用可能な場合は、
当社より 「決定通知書」を送付させていただきます。
これをもって利用決定とさせていただきます。

■決定通知書とあわせ、会場利用料および諸経費の請求書
を発行いたします。
※ご利用開始日の1ヵ月前までにお支払いください。

※利用決定後のキャンセルは所定のキャンセル料を申し受けます。

③審査/結果のお知らせ

■ご利用前に、会場下見、実施打合せをお済ませください。
下記を基本に各資料のご提出をお願いたします。

・利用開始日45日前： 実施基本計画書をご提出ください。

・利用開始日30日前： 運営マニュアル、実施レイアウト、
実施体制図をご提出ください。

・利用開始日15日前： 最終実施計画書、最終運営マニュアル
関係行政申請用書類をご提出ください。

※ご利用に際しては、施設使用にあたっての各種届の提出も
必要となります。届出書類の種類は実施内容により異なり
ます。詳細内容、締切等は、実施事前打合せや会場下見
の際に随時ご説明いたします。

④事前調整

⑤実施

■ご利用スペースのイベント開催可能時間、設営撤去可能
時間および基本注意事項は、次頁以降をご参照ください。
イベント実施時の安全管理やイベント来場者の整理誘導等、
実施運営はご利用者様にて行っていただき ます。
また、ご利用後は貸出時の現状復帰をお願いたします。

○
お
申
込
み
受
付
け

○
審
査
／
結
果
の
お
知
ら
せ

○
事
前
調
整

○
会
場
利
用
料
請
求
～
ご
入
金

利用開始日
30日前

利用開始日
20日前

利用開始日
15日前

ご利用日

実施

（設営～本番～撤去）

※必要に応じて事後精算ご請求の場合もございます

※広告主・ご利用内容については当社による事前審査がございます。
※お申込み時に提出していただく内容と実施される内容が大幅に異なる場合、内容の変更またはイベントの実施をお断りさせていただく場合がございます。
※ ご利用決定後のキャンセルは所定のキャンセル料を申し受けます。
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[イベントスペース]料金表①

[イベントスペース基本利用料金]

その他

○電気使用料金………１会場につき、総使用200ｋＷｈまで10,000円（税別）
※ 200ｋＷｈを超えてご使用された場合、超過分に関してはご利用後に請求させていただきます。

諸経費

○電気工事：法令規定に沿った電気工事士が必要になります。
○警備会社立会管理：イベントスペースを利用する場合、設営撤去時には当施設指定の警備会社の立会いが必要となります。

費用については指定警備会社に直接お問い合わせください。
○清掃料：イベントスペース利用後、清掃が必要と判断した場合は、当施設指定の清掃会社への料金が発生いたします。

（注1）コートヤードの利用料金は、アトリウム又は芝生広場と同日に使用される場合には半額となります。
（注2）キャノピー・スクエアの貸出スペースは、規定のスペース内に２ｍ幅の通路を確保していただく必要がございます。詳細についてはお問合せください。
※設営撤去使用日に関しては、利用料は半額となります。また撤去・搬出終了が規定時間を超えた場合には追加料金を申し受けます。

（各スペースごとに作業可能時間・追加費用等は異なりますので、詳しくは次頁以降をご参照ください）

フロア 媒体No. エリア名 スペース名称 面積 屋内外 区分 1日利用料 定価
付帯設備

電源 照明 給排水

1F ES-04 プラザ キャノピー・スクエア
約232㎡ 屋外 平日 ¥1,000,000 1Φ3W 100‐200V 

なし なし
（注2） （屋根あり） 土・日・祝 ¥1,500,000 20ｋVA, 25ｋVAの２箇所

B1F ES-01 ガレリア アトリウム 約210㎡ 屋内
平日 ¥1,000,000 1Φ3W 100‐200V 

40ｋVA
あり あり

土・日・祝 ¥1,500,000

B1F ES-02 ガレリア
コートヤード

約215㎡
屋外 平日 ¥1,000,000 1Φ3W 100‐200V

40ｋVA
なし あり

（注1） （屋根なし） 土・日・祝 ¥1,500,000

ミッドタウン・
ガーデン

ES-03
ミッドタウン・

ガーデン
芝生広場 約1880㎡

屋外 平日 ¥2,000,000 400kVA
（ご相談ください）

なし あり
（屋根なし） 土・日・祝 ¥3,000,000

<参考：上記の基本利用料金に含まれるもの＞

(注１)施設が通常設置しているものに限ります。長机はございません。移動・戻し等はご利用者様でお願いいたします。
(注２) イベント控室（1室のみ）使用についてはお申込み時にお問合せください。他での使用がない場合にはお貸出しできます。

アトリウムご利用の場合は隣接の約10㎡の別のお部屋を一緒に使用できます。

テーブル ○(注１) ステージ × 音響設備 × 立会人件費 ○

イス ○(注１) 控え室 △(注２) 映像設備 × 警備費 ×

パテーション × 案内版 × 照明設備 × 光熱費 ×

※上記料金には消費税が加算されます。
※上記料金は2017年3月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
※イベントスペース利用料・電気使用料（基本使用分）は、ご利用1ヶ月前迄にお支払いください。
※イベントスペースメディア使用料・電気使用料超過使用分については、ご利用後に請求書を発行いたしますので、実施月の翌月末までにお支払いください。

※ご利用の際には、設営撤去時も含め施設側にて管理立会を行います。費用は上記利用料金内に含まれております。
※施設管理の都合上、当日の作業予定変更には、お応えできない場合がありますのでご了承ください。
※広告主・スペースご利用内容・イベントスペースメディア掲出/放映内容については、当社による事前審査がございます。
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[イベントスペース]料金表②（イベントスペースメディア）

※上記料金には消費税が加算されます。
※上記料金は2017年3月現在のもので、今後予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
※イベントスペースメディア使用料については、ご利用後に請求書を発行いたしますので、実施月の翌月末までにお支払いください。

※施設管理の都合上、当日の作業予定変更には、お応えできない場合がありますのでご了承ください。
※広告主・スペースご利用内容・イベントスペースメディア掲出/放映内容については、当社による事前審査がございます。

※占有利用はキャノピー・スクエアでのイベント実施時にのみ利用いただけます。
※映像送出・中継スタッフは利用者様でご用意ください。
※いかなる場合でも本料金の減額、払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

[イベントスペースメディア料金]

フロア 媒体No. エリア名 スペース名称 媒体名称 サイズ (mm) 面積 数量 1日 掲出料定価

B1F ESB-1 ガレリア アトリウム アトリウム内バナー W4,000×H6,000 24㎡ 2 ¥100,000

※イベントスペースメディアは、該当スペース利用者のみ購入が可能です。

フロア 媒体No. エリア名 媒体名称 サイズ 数量 音声 利用可能時間 1日利用可能時間 30分以内 ～60分

1F ESV-1 プラザ キャノピー・スクエア・ビジョン 200インチ 1 あり 10:00～21:00 最大180分 ¥300,000 ¥600,000

「アトリウム内バナー」

「キャノピースクエア・ビジョン占有利用」

※ アトリウム内バナーの取付・撤去・製作費は利用者様にてご負担ください。

「スペース使用イベント告知専用メディア利用」 ※イベントスペース使用の場合、イベント告知原稿に限り、ご利用１ケ月前よりお申込み可能です。

※掲出はスペースご利用日に限ります。また純広告は掲出できません。（掲出原稿は事前審査がございます。）
※製作費は含まれておりません。施設指定の製作・施工会社へ都度ご相談いただき算定ください。
※掲出作業は施設指定の製作・施工会社へご依頼ください。※指定製作・施工会社は別途お知らせいたします。

※ＥＳＭ-1 ガレリア天吊りバナーは、掲出場所は選べません。
※ESM-2～ESM-7のポスター貼り媒体についてはパネル仕様での貼り付けとなります。
※ESM-4 P1 柱巻き面 については、B0は縦長貼りとなります。
※ＥＳ２Ｍ-２～ＥＳＭ-7のポスター貼り媒体については、ポスターサイズと向き及び枚数を貼付け面ごとに、事前に資料提出のうえ承認を受けてください。

媒体No. 設置エリア 媒体名称 最大サイズ（ｍｍ） 面積（㎡） 数量 最大総面積（㎡） 媒体料（製作費別途要）

ESM-1 ガレリア内 ガレリア天吊りバナー W2,000×H8,000 16.0 1 16.0 ￥100,000/日

ESM-2 プラザB1F-1F エスカレータ脇２箇所壁面　ポスター貼
り

　B0（1030×1456）まで 1.499 3 4.499 ￥350,000/週

ESM-3 プラザB1F スクエアピラー柱面　ポスター貼り 　B0（1030×1456）まで 1.499 3 4.499 ￥100,000/週

ESM-4 B3F　P1駐車場ロビー 柱巻面　ポスター貼り 　B0（1030×1456）まで 1.499 4 5.998 ￥100,000/週

ESM-5 B3F　P1駐車場ロビー エスカレータ壁面　ポスター貼り 　B0（1030×1456）まで 1.499 3 4.499 ￥100,000/週

ESM-6 B3F　P３駐車場ロビー ガラス壁面　ポスター貼り 　B0（1030×1456）まで 1.499 3 4.499 ￥100,000/週

ESM-7 B3F　P３駐車場ロビー エスカレータ壁面　ポスター貼り 　B0（1030×1456）まで 1.499 2 2.999 ￥100,000/週
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[キャノピー・スクエア]使用時間及び基本図面

※イベント開催時間は午前10時から、最大21時までとさせていただきます。
※撤去終了が規定時間を超えた場合は追加料金￥200,000（税別）を事後請求させていただきます。
※イベント実施に際しては音量制限がございます。詳しくは、お問合せください。
※搬入、搬出車両用の駐車場は設けておりません。駐車料金は各自ご負担ください。
※キャノピー・スクエアご使用の際にメディアが掲出されている場合がございます。あらかじめご了承ください。
※キャノピー・スクエアでの音出し使用時間は制限させていただく場合がございます。
※利用イベントスペース外および、東京ミッドタウン周辺でのチラシ等の配布はご遠慮ください。
※イベントスペースの競合調整はいたしかねます。

貸出時間及び注意事項

[キャノピー・スクエア基本図面]

・イベントスペース貸出時間 3：00～翌3：00  （24時間）
・イベント開催可能時間 10：00～21：00 (11時間)

・設営可能時間 3：00～ 7：00 (4時間)

・撤去可能時間 0：30～ 3：00 (2.5時間)

0:30 3:00 3:007:00 10:00 21:00 0:30

イベント開催可能時間設営可能時間 撤去可能時間

※キャノピー・スクエアの貸出スペースは規定のスペース内に２ｍ幅の導線を確保していただく必要がございます。
詳細についてはお問合せください。
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[アトリウム]使用時間及び基本図面

貸出時間及び注意事項

[アトリウム基本図面]

0:30 3:00 3:007:00 11:00 21:00 0:30

イベント開催可能時間 撤去可能時間

※イベント開催時間は午前11時から、最大21時までとさせていただきます。
※撤去終了が規定時間を超えた場合は追加料金￥200,000（税別）を事後請求させていただきます。
※イベント実施に際しては音量制限がございます。詳しくは、お問合せください。
※搬入、搬出車両用の駐車場は設けておりません。駐車料金は各自ご負担ください。
※コートヤードから搬入出する場合は、屋外の為、設営・撤去時の騒音には十分ご注意ください。
※利用イベントスペース外および、東京ミッドタウン周辺でのチラシ等の配布はご遠慮ください。
※イベントスペースの競合調整はいたしかねます。
※コートヤードの利用料金は、アトリウム又は芝生広場と同日に使用される場合には半額となります。

・イベントスペース貸出時間 3：00～翌3：00  （24時間）
・イベント開催可能時間 11：00～21：00 (10時間)

・設営可能時間 3：00～ 7：00 (4時間)

・撤去可能時間 0：30～ 3：00 (2.5時間)

※隣接店舗の営業を妨げない設営、運営をお願いいたします。詳しくはご相談ください。

0:30 3:00 7:00

設営可能時間
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[コートヤード]使用時間及び基本図面

[コートヤード基本図面]

貸出時間及び注意事項

0:30 3:00 3:007:00 11:00 21:00 0:30

イベント開催可能時間 撤去可能時間

※イベント開催時間は午前11時から、最大21時までとさせていただきます。
※撤去終了が規定時間を超えた場合は追加料金￥200,000（税別）を事後請求させていただきます。
※イベント実施に際しては音量制限がございます。詳しくは、お問合せください。
※搬入、搬出車両用の駐車場は設けておりません。駐車料金は各自ご負担ください。
※コートヤードは屋外のため、設営・撤去時の騒音には十分ご注意ください。
※利用イベントスペース外および、東京ミッドタウン周辺でのチラシ等の配布はご遠慮ください。
※イベントスペースの競合調整はいたしかねます。
※コートヤードの利用料金は、アトリウム又は芝生広場と同日に使用される場合には半額となります。

・イベントスペース貸出時間 3：00～翌3：00  （24時間）
・イベント開催可能時間 11：00～21：00 (10時間)

・設営可能時間 3：00～ 7：00 (4時間)

・撤去可能時間 0：30～ 3：00 (2.5時間)

※内容によってはウッドデッキ部分の使用も可能です。

0:30 3:00 7:000:30 3:00 7:00

設営可能時間
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[芝生広場]使用時間及び基本図面

[芝生広場基本図面]

貸出時間及び注意事項

※イベント開催時間は午前9時から、最大21時までとさせていただきます。
※撤去搬出終了が規定時間を超えた場合は追加料金￥400,000（税別）を事後請求させていただきます。
※芝生の養生期間等の為に、使用が出来ない期間があります。
※イベント終了後の芝生については現状復帰をお願いしております。
※芝生広場でのイベント実施に際しては、特に近隣施設・住宅に対する配慮のため音量制限がございます。

ご希望の音量での実施はお受けできない場合もございますので詳しくはご相談ください。
※芝生広場は屋外のため、設営・撤去時の騒音には十分ご注意ください。
※搬入、搬出車両用の駐車場は設けておりません。駐車料金は各自ご負担ください。
※利用イベントスペース外および、東京ミッドタウン周辺でのチラシ等の配布はご遠慮ください。
※イベントスペースの競合調整はいたしかねます。
※コートヤードの利用料金は、アトリウム又は芝生広場と同日に使用される場合には半額となります。

・イベントスペース貸出時間 3：00～翌3：00  （24時間）
・イベント開催可能時間 9：00～21：00 (12時間)

・設営可能時間 9：00～21：00   （12時間）
・撤去可能時間 9：00～21：00   （12時間）
・車両乗り入れ可能時間 23:00～10:00 （11時間）

0:30 3:00 3:009:00 21:00 23:00

イベント開催可能時間

芝生広場車両乗り入れ可能時間芝生広場車両乗り入れ可能時間

10:00

設営可能時間
撤去可能時間
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イベントスペースＭＡＰ
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イベントスペース

ミッドタウン・イースト

ミッドタウン・ウェスト

ミッドタウン・タワー

ザ・リッツ・カールトン東京
(グランドフロア2Ｆ、45～53Ｆ)

キャノピー・スクエア

アトリウム

1F

芝生広場

アトリウム内バナーコートヤード

ガーデンテラス

ガレリア

B1F

ESV-1

キャノピー・スクエア・ビジョン

ESV-1

ES-04

ES-04

ES-03

ES-03

ES-02

ES-02

ES-01

ES-01

ESB-1

ESB-1
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メディアＭＡＰ
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1Ｆメディア

ガーデンテラス

ガレリア

ミッドタウン・イースト

ミッドタウン・ウェスト

ミッドタウン・タワー

ザ・リッツ・カールトン東京
(グランドフロア2Ｆ、45～53Ｆ)

M-A-2

1Ｆ Plaza ビッグ・キャノピー

柱巻き(円柱4本セット)

1Ｆ Plaza 外苑東通り沿いほか

ストリートバナー(ポール20本×２枚＋街路灯14本×１枚)

プラザ1F

ガラス外周メディア

は「スペース使用イベント告知専用メディア」

M-A-2

M-A-5

M-A-5

M-B-1

M-B-1

ESM-2

ESM-2

ESM-2

<タワー塔側エスカレータ＞
<外苑東通側エスカレータ＞

B1f-1Ｆ Plaza

エスカレータ脇壁面ポスター貼り
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Ｂ1メディア

ガーデンテラス

アトリウム

コートヤード

ガレリア

ミッドタウン・イースト

ミッドタウン・ウェスト

東京ミッドタウン・ホール

←千代田線乃木坂駅方面

ミッドタウン・タワー

ザ・リッツ・カールトン東京
(グランドフロア2Ｆ、45～53Ｆ)

M-A-1

Ｂ1Ｆ Plaza 大江戸線改札前

エントランスフォールバナー

Ｂ1Ｆ メトロアベニュー ミッドタウン・イースト向い側

50ｍウォール

Ｂ1Ｆ Plaza プラザ中央通路

柱巻き(大3本/小18本)

Ｂ1Ｆ メトロアベニュー プラザインフォメーション前

サインボードＡ/Ｂ

Ｂ1Ｆ メトロアベニュー 50ｍウォール前

スクエアピラー
※消防上柱巻き広告に切込みが入る物が

6本あります。詳しくはお問合せください。
※中間部のみも有り

B1Ｆ

スクエアピラー壁面ポスター貼り

ESM-1

ガレリア館内

ガレリア天吊りバナー

ESM-1

M-A-1

M-A-4

M-A-4

M-A-3

M-A-3

M-C-1

M-C-1

M-B-3

M-B-3

ESM-3

ESM-3

M-B-2

は「スペース使用イベント告知専用メディア」
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Ｂ2メディア

M-B-4-①

Ｂ2Ｆ Galleria P1駐車場ロビー

駐車場ロビーメディア
P1柱巻き(4面)

B2F Midtown West P3駐車場ロビー

駐車場ロビーメディア
P3ガラスウォール

Ｂ2Ｆ Galleria P1駐車場ロビー

駐車場ロビーメディア
P1ガラス壁面A

M-B-4-①

M-B-4-②

M-B-4-②

M-B-4-③

M-B-4-③

ESM-4

ESM-4

ESM-5

Ｂ2Ｆ Galleria P1駐車場ロビー

P1駐車場ロビー
柱巻壁面 ポスター貼り

Ｂ2Ｆ Galleria P1駐車場ロビー

P1駐車場ロビー
エスカレータ壁面 ポスター貼り

ESM-5

B2F Midtown West P3駐車場ロビー

P3駐車場ロビー
エスカレータ壁面 ポスター貼り

ESM-7

ESM-7

B2F Midtown West P3駐車場ロビー

P3 駐車場ロビー
ガラス壁面 ポスター貼り

ESM-6

ESM-6

は「スペース使用イベント告知専用メディア」
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お申込みの取り消しについて

ご利用者によるお申込みの取り消しは、下記のようになります。

1）利用者による取り消し
当社からの決定通知後に、利用者様の都合によりお申込みを取り消される場合
（利用場所変更、日程変更を含む）は、「キャンセル申請書」をご提出ください。
口頭での取り消しはお受けいたしかねますのでご了承ください。
また、ご利用日を起算日として、下記の通りキャンセル料を申し受けます。

2）キャンセル料
・利用決定からご利用開始日の61日前まで・・・・・・料金の50％
・利用開始日の60日前から31日前まで ・・・・・料金の80％
・利用開始日の30日前から・・・・・料金の100％

3）キャンセル時点で発生している実費
取り消し時点で発生している実費については、キャンセル料とは別に申し受けます。



東京ミッドタウン
メディア
＆

イベントスペース
ガイドブック

お問合せ・お申込み先

東京ミッドタウン メディアセールス事務局

営業時間 ： 午前10：00～午後6：00
休 日 ： 土曜・日曜・祝日および年末年始
Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3475-3241

Ｆ Ａ Ｘ ： 03-3475-3144
2017.09.07


