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3F EVENT SPACE & CAFE

イベント利用のご案内



3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

EVENT SPACE

企業・ブランドのプロモーションスペースとして
タッチ＆トライや、ワークショップ、トークイベントなどの
体験型イベントから、レセプション・発表会・パーティー

まで、多様なイベント展開をいただけます。

イベントが開催されていないときは、
居心地のよいカフェとしてお楽しみいただけるほか、

カフェとのタイップ展開も可能です。

CAFE

×

Concept

様々なバックグラウンドを持つ人々がこの場所に集い、
つながり、交流することで、新しい何かが始まる・発信される場所
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginzaSalesPoint

・銀座四丁目交差点を望む絶好のロケーション

・東京メトロ「銀座駅」直結の抜群のアクセス

・オープンエアなテラス席と、高さ3mのガラス壁で構成された開放的な空間

・ウッドの素材感を活かし、温かみを感じられる居心地のよい内装デザイン

・ニーズに合わせて、最適なスペースパターンで利用いただくことが可能

・1Fショーケースや各種デジタルサイネージ等の情報発信ツールを提供

・オリジナルフード・ドリンクの提供やカフェとのタイアップ展開を行うことも可能

・銀座通り側の窓面に装飾が可能
※デザインは銀座デザイン協議会の審査が必要です
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

伝統や品格を大切にする街、銀座は、本物
の良さを理解し自分らしい価値を求めるお
客様が世界中から集まる場所として
常に新しい時代の呼吸を取り込みながら発
展してきました。
銀座らしいプレミアムな価値観のフィル
ターを通して、日本はもとより世界の新し
い価値や未来を吸収・編集・発信しながら、
ここを訪れる人に様々な体験と多彩な交流
を生み出し、これからの銀座の街づくりに
貢献する拠点となることを目指します。

Koji Fujii / Nacasa&Partners Inc.
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

女性用
トイレ

男性用
トイレ

多目的
トイレ

喫煙所

全席禁煙 ※喫煙室あり

３FL infomation

B

D

広 さ 店内:156.64㎡（47.38坪）
テラス:33.11㎡（10坪）

天井高 3,000mm ※一部2,800mm

座席数 96席38組（テラス席10席5組を含む）
（シアター形式約86席、立食形式約125名）

仕 様 床:フローリング、他
天井:スケルトン

耐荷重 300kg/㎡

設 備

電源:約10kw 

照明:ダウンライト、プラグスポット、
LEDパーライト/調光システム

音響:iPad/天井スピーカー/CDプレイヤー
置き型スピーカー/ミキサー
ワイヤレスマイク/有線マイク

映像:プロジェクター（5000ルーメン）
スクリーン（120インチ）
Blu-ray PLAYER / HDMIセレクター
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

カフェタイアップ利用

スペース利用
商品の展示会やタッチ＆トライ、ワークショップ、
トークイベントなどの体験型イベントから、
レセプション・発表会・パーティーまで、
多様なイベント・プロモーションでのご利用が可能です。

ご要望に合わせ、
フロア全体を貸切、またはA・B・Cの各規模でスペース
の一部をご利用いただけます。

※全体貸切の場合を除き、原則、カフェは通常営業いたします。
また、全体貸切の場合も含め、ご要望に応じて
フード・ドリンク等のカフェサービスの提供を行うことも
可能です。

フロア全体を貸切、または一部を利用して
イベント・プロモーション展開を

実施されたいお客様

RAMO FRUTAS CAFEとタイアップして
オリジナルフード・ドリンク等の提供や

プロモーション展開を実施されたいお客様

カフェタイアップ利用

カフェタイアップ
カフェ店内での商品やディスプレイ什器の展示や
タイアップメニューの提供などにより、
商品のブランディングやプロモーションを行う
カフェとのタイアップ展開をいただけます。
（カフェは、通常営業いたします。）

コースターなどのオリジナルツールの作成や
バナーやパネルなどによる店内装飾、
店員によるオリジナルコスチュームの着用等の
オプションメニュー展開をいただくことも可能です。

また、カフェタイアップ期間中に、店内スペースで
イベントを開催いただくことも可能です。

２つの利用パターン
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

全体スペース貸切（189.75㎡）

※１ 椅子40脚の持込みが必要となります

スペース利用 ４つの広さでご提供

●３Fエリア貸切となるため、招待制のイベントや
プレス向けのイベントなど、クローズドイベントでの
ご利用をお勧めいたします。

●スペースをエリア分けし、
パーティー兼展示イベント等
の複合展開も可能です。

Aスペース（92.６㎡）
シアター形式約70席・立食形式約85名シアター形式約126席※１、立食形式約125名

Bスペース（56㎡） Cスペース（38.38㎡）

●一般消費者の招待制イベントに適した広さです。
●一部カフェとして営業中のため、オープンな雰囲気で

カフェのお客様にもイベントをお楽しみいただけます。

シアター形式約25席シアター形式約35席

●カフェのお客様も自由に出入りできるアットホームな
空間

●ワークショップ、展示やタッチ＆トライイベントに
お勧めのスペースです

●カフェスペースとイベントスペースの間仕切りには
木製パーテーションが使用可能（無料）

●カフェの入口とイベントスペースの入口を分けることで
招待者向けイベントにも最適な空間となります
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

■ 基本利用料金（全体スペース貸切）
スペース
サイズ 基本利用時間 スペース利用料

平日
スペース利用料

土日祝
延⾧料金

7:00～23:00
夜間料金

23:00～7:00

全体
スペース
(189㎡)

終日利用（12h）
09:00～21:00 650,000円 950,000円

平日 60,000円／1時間
土日祝 95,000円／1時間

平日・休日一律
40,000円
／1時間半日利用

09:00～15:00（6h）
15:00～21:00（6h） 400,000円 550,000円

■ 一部利用料金
スペース
サイズ 基本利用時間 スペース利用料

平日
スペース利用料

土日祝
延⾧料金

7:00～23:00
夜間料金

23:00～7:00

A
スペース
(92㎡)

終日利用（12h）
09:00～21:00 500,000円 800,000円 平日 45,000円/1時間

土日祝 80,000円/1時間

平日・休日一律
40,000円
／1時間

半日利用
09:00～15:00（6h）
15:00～21:00（6h） 300,000円 450,000円

B
スペース
(56㎡)

終日利用（12h）
09:00～21:00 350,000円 650,000円 平日 35,000円/１時間

土日祝 65,000円/１時間半日利用
09:00～15:00（6h）
15:00～21:00（6h） 250,000円 350,000円

C
スペース
(38㎡)

終日利用（12h）
09:00～21:00） 250,000円 400,000円 平日 20,000円/1時間

土日祝 40,000円/1時間半日利用
09:00～15:00（6h）
15:00～21:00（6h） 200,000円 250,000円

スペース利用 利用料金（消費税別途）
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

▼ケータリングサービス対応費:別途お見積
※オリジナル商品の開発・提供についてもご要望に応じて対応させていただきますのでご相談ください。
※カフェ通常メニューのご提供は出来ません

▼1F ポップアップスペース利用料:無料
▼1F ショーケース利用料:無料
▼窓面利用料:無料
※装飾にかかわる費用はご負担ください。

▼立合い人件費:45,000円／12Hまで一式
（1名対応。12Hを超える場合、1Hごとに5,000円、23:00～7:00は1Hごとに￥2,000を追加でお見積りします。）
▼音響機材利用料:無料
▼映像機材利用料:無料
▼照明機材利用料:無料
▼音響・映像・照明オペレーター費:45,000円／人／日
（9:00～21:00 ※左記時間外は別途お見積）

※ 別途消費税を申し受けます。
※ 事前にご利用の目的、内容等をご明示下さい。ご利用の目的・内容によってはお断りする場合がございますので、

予めご了承ください。
※ 施設のご利用には所定の行政確認が必要になる場合があります。詳細は運営事務局までお問い合せ下さい。
※ 家具のレイアウト移動につきましては、ご利用者様のご負担にてご対応いただきますが、事務局に対応を依頼される場合は別途見積申し上げます。

※事務局の立会い、オペレーターの稼働が23:00以降もしくは7:00前からの作業となる際はタクシー代を別途見積申し上げます。

スペース利用 利用料金（消費税別途）
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■ オプションメニュー

■ 付帯設備費



3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

カフェタイアップ利用

（1）基本プラン

カフェタイアップ利用

■オリジナルツール コースターやランチョンマット、卓上POP、リーフレットなどの
オリジナルツールを、各テーブルやレジなど店内に
設置いただけます。

■商品展示 店内に商品やディスプレイ什器を展示いただけます。

■店内装飾 天井やガラス壁面（高さ3m）沿いのピクチャーレールなどを
使用して、天吊バナー、パネル・ポスターの設置や、テーブル
天板シート貼り等により、オリジナルの店内装飾演出をいただけます。

（外部への見え掛かりに影響が生じる場合は、事前確認が必要となります。）

※施設WEB及び施設デジタルサイネージで情報発信することも可能です。
※制作費は別途です。発信コンテンツについては企画審査が必要です。

■オリジナルフード・スイーツ、ドリンク開発・提供対応
■差込メニュー等POP制作
■レジでのサンプリング対応
■オリジナルコスチューム対応
■1F ポップアップスペース・ショーケース利用
※画像はイメージです。
※ご要望に応じて対応させていただきますのでご相談ください。制作費は別途です。

発信コンテンツについては企画審査が必要です。

基本プラン

その他メニュー
（2）その他メニュー

カフェタイアップ ご案内
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

１．カフェが7日間通常営業(10:00~21:00)出来ることが必要です。
営業時間の変更が生じないようプランニングください。

２．初日にプレス発表会などを開催する場合、15時～通常営業が
開始できる場合は会場費の追加料金は発生いたしませんが、
それ以上の時間が必要な場合は別途会場費をご請求いたします。
（オペレーター費用は別途ご請求となります。 ）

３．１Fポップアップスペース、１Fショーケース、プロジェクター、
スクリーン、その他会場所有備品は無料になります。

４．基本使用時間は各日9:00~22:00となります。(カフェの営業は
10:00～21:00)。前後延⾧の際は追加請求が発生します。

５．設営時間・撤去時間は基本使用時間に含まれません。別途設営撤去時間
をご予約ください
(設営撤去時間は別料金となります。必要な時間数に応じてお見積もり
致します。)※カフェの営業時間を短縮して設営撤去作業が必要な際は
ご相談ください。

６．展示物などでやむを得ず席数を減らす際はマイナス24席(設置席数72
席)まででお願いします。

カフェタイアッププランのご利用に際しては下記ご利用条件を確認の上お申し込みください。

カフェタイアップ ご利用にあたって
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７．タイアップ期間中にセミナーやワークショップ、タッチアンドトライ
などのイベントを行うことも可能ですが、席数72席はカフェ営業用に
確保ください。

８．立会人件費、オペレーター人件費は展開内容に応じて別途ご請求致しま
す。

※ 作業終了が23:00以降、作業開始が7:00前になる際はタクシー代
もしくは宿泊費を別途ご請求致します。

９．カフェにはフロアレベルでのセキュリティしかありません。
夜間警備が必要な際はご相談ください。

10.持込音源を店内BGMとしてご利用頂くことも可能です。事前に審査が
有りますので音源の提出をお願いします。

11.屋外向けにパネル・バナーなどを窓面に掲出・装飾する際は、事務局の
事前審査・銀座デザイン協議会への申請・協議が必要となります。

12.カフェスタッフ用に簡易マニュアル、トークフロー、FAQの作成をお願
い致します。

13. 会期中運営スタッフの常駐がある場合は、スタッフリストを提出くださ
い。(各日ごとの入館時間、退館時間、代表者、人数 など)

14.仕込み替えや直し作業が発生する場合は3営業日前までにその旨お伝えく
ださい。



3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

■その他費用
・夜間準備利用料（22:00～翌9:00) ¥150,000- ※1時間単位でのご利用は¥30,000-
・オペレーター費（9:00～21:00 1名¥45,000／日、時間外は別途お見積り）
・事務局立合費:45,000円／12Hまで

（1名対応。12Hを超える場合、1Hごとに5,000円、23:00～7:00は1Hごとに￥2,000を追加でお見積りします。）
※ 事前にご利用の目的、内容等をご明示下さい。ご利用の目的・内容によってはお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
※ 施設のご利用には所定の行政確認が必要になる場合があります。詳細は事務局にお問い合せ下さい。

基本料金 期間延⾧料金

1週間:2,000,000円～ 300,000円／日

■ 基本プラン料金

■ その他料金
項目 単位 料金

オリジナルフード・スイーツ開発 1メニュー 100,000円～

オリジナルドリンク開発 1メニュー 50,000円～

グラフィックデザイン費
（レジ横POP/挟み込メニュー/サイネージ ※製作費含む) 1式 100,000円～

グラフィックデザイン費
（卓上POP ※製作費含む) 1式 50,000円～

メニュー撮影費 3品まで 30,000円
(4品以上は応相談)

1F ポップアップスペース利用料 無料

1F ショーケース利用料 無料

3F 窓面利用料 (銀座通り沿い10枚) 無料

※お打合せ内容、実施内容により金額は変動します ※注１:お持ち込みの場合はかかりません。
※別途事務局手数料（10％）を頂戴いたします。

※制作費は別途

※制作費は別途

※注1

※注1

カフェタイアップ 利用料金（消費税別途）
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

音響機器 数量 備考

iPad 1 ipad mini4 16GB (店内BGM用)

天井スピーカー 12 taguchi / CUBE60 (天吊り)

アンプ 4 BEHRINGER / EPQ304

ディストリビューター 1 TASCAM / AV-P25RMKIII

コンプレッサー 1 DBX /166XS

スプリッター 1 ART / MX255

CDプレイヤー 1 TASCAM / CD-500B

置き型スピーカー 2 BOSE / F1Model 812

スピーカースタンド 2 CLASSICC PRO / SPS BLACK

ミキサー 1 MACKIE / ProFX12V2

ワイヤレスマイク 2 SHURE / BLX288 / SM58

ワイヤレスマイク 1 SHURE / BLX24 / SM58

有線マイク ３ SHURE/ SM58SE

ワイヤレスピンマイク 1 SHURE / SVX1

イコライザー 1 DBX / 215S

マイクスタンド 2 CLASSICC PRO / MSB BLACK

譜面台 1 K&M / 100 / 1B

映像機器 数量 備考

プロジェクター 1 EPSON / EB-4770W

スクリーン 1 KIC / KMV-HD120WF

ブルーレイレコーダー 1 Panasonic DMR-BRW1010

HDMIセレクター 1 イメージニクス HVS-41

照明備品 数量 備考

LEDパーライト ４ WHITE5600K

調光卓 １

その他備品 数量 備考

パーテーション 6 4つ折りパーテーション

間仕切りカーテン ３ W5000×H2800（色:生成り）

間仕切りカーテン ２ W4000×H3020（色:生成り）

セミナーテーブル ２ W1800×D450×H700

パイプ椅子 ６

姿見 1 W300×H1200

ハンガーラック 1 W850 ハンガー10本付

ハイチェア 2 W350×D480×H320～620

付帯設備 機材設備
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3F EVENT SPACE & CAFE common ginza情報発信ツール 基本使用料に含まれます
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【窓面装飾】【１F専用サイネージ】
【B１F HP連動

メトロコンコースサイネージ】
【B１F HP連動サイネージ】

【１F晴海通り沿い
ショーケース・サイネージ】

【GINZA PLACE HP】 【GINZA PLACE FACEBOOK】



3F EVENT SPACE & CAFE common ginzaサーキュレーション
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【GINZA PLACE 来館者数】

【3F RAMO FRUTAS CAFE 男女比】

【3F RAMO FRUTAS CAFE 年齢層】 【3F RAMO FRUTAS CAFE 客層】

【3F RAMO FRUTAS CAFE 時間帯】【3F RAMO FRUTAS CAFE 客数】

平日 300名
休日 400名

女性 80％

男性
20％

14:00～
17:00
50％10:00～

14:00
25％

17:00～
21:00
25％

国内
50％アジア圏

30％

欧米
20％

平日 13,000名
休日 17,000名

30代
25％

50代
25％40代

20％

60代
10％

20代
10％

その他
10％

※2018年5月度 調べ



3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

GINZA PLACE公式サイトお問い合わせフォームまたはTELにてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ

お見積り

お申し込み

予約金お支払い

ご利用お打ち合わせ

残金お支払い

イベント開催

ご精算

企画概要書提出 事務局から「企画概要書」をE-mailにてお送りさせていただきますので、詳細情報をご記入
の上ご提出ください。いただいた内容につき事務局にて確認の上、ご連絡申し上げます。

企画内容に基づき、事務局より見積書を提示させていただきます。

お申し込みは、所定の「ご利用申込書」に必要事項をご記入いただき、ご捺印の上ご郵送
ください。

スペース利用料またはカフェタイアップ基本料金の50%につき、「予約金」として事務局より
請求申し上げますので、指定の期日までにお支払いください。

スペース利用料またはカフェタイアップ基本料金の残金は、イベント利用または
カフェタイアップの開始までにいただくこととなります。事務局より請求申し上げますので、
指定の期日までにお支払いください。

スペース利用またはカフェタイアップのご開催。

ご利用後、確定したその他費用等の精算額につき、事務局より請求申し上げますので指定の
期日までにお支払ください。

ご利用の詳細について、事務局と打ち合わせ・確認をいただきます。
必要な届出書類についてもご確認いただき、ご提出ください。

仮予約 ご希望の場合、仮予約を承ります。２週間以内に本契約をお申込みください。

ご利用の流れ

15



3F EVENT SPACE & CAFE common ginza

1．お申込みからご契約成立まで
(1) お申込みの際、ご利用目的・内容等をご明示くだ

さい。ご利用目的・内容によりましては、ご利用
をお断りする場合がございますので、予めご了承
ください。

(2)  仮予約は、ご利用日の6ヶ月前から受付いたします。
なお、仮予約期間は、最⾧２週間とさせていただ
きます。

(3) お申込みの際は、必ず当施設を視察の上、運営事務
局とお打ち合わせください。

(4) 「利用申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務
局へご提出ください。利用申込書の受理をもって
ご決定となり、利用申込書の「お申込者」と当社
との間で、利用
申込書及び本規則に基づく契約が成立します。

(5) ご契約者様は、当施設を利用する権利について、
その名目の如何を問わず、当該権利を第三者に譲
渡したり、当該権利に質権等の担保を設定する等
一切の処分行為をすることはできません。

２．スペース利用時のご利用時間について
※ご利用時間には準備、後片付け等の時間を含みます。
(1)  基本利用 : 9:00 ～ 21:00 の 12時間

9:00 ～ 15:00 の 6時間
15:00 ～ 21:00 の 6時間

(2) 時間外延⾧利用 :基本仕様時間の延⾧が必要な場
合は、別途定める料金を申し受けます。但し、事
前に運営事務局が承認した場合に限ります。

利用規約
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3. ご利用料金について
(1) 会場利用料等のお支払いについて

①会場利用料について
ご請求書は

－1. 予約金（会場基本利用料及び
夜間準備利用料の50%）

－2. 残金の2 通でお送り致します。
※ 予約金は、ご請求書発行後15日以内、かつご利
用日の7銀行営業日前までに、残金についてはご利
用日の7銀行営業日前までにお支払いいただきます。

②諸費用の精算について
時間外延⾧利用料及び付帯設備利用料等の諸費用は
精算後、精算請求書をお送り致しますので、ご請
求書発行後、15日以内にお支払いいただきます。

※お支払いに際しては、全額、別途指定する銀行口
座への振込みにてお願いいたします。なお、振込
み手数料は、ご契約者様にてご負担いただきます。

※お支払い期日から遅れてのご入金となる際は、遅
延損害金として年利14.0％を追加請求する場合が
あります。

(2) キャンセル料とその料金
ご契約後に、ご契約者様側の都合により利用の取消
しを行う場合、下記のキャンセル料を申し受けま
す。なお、利用の取消し時点で発生している実費
については、キャンセル料と別に申し受けます。

※会場基本利用料をご入金いただいている場合は、
キャンセル料及び実費との差額を精算いたします。

■ご契約成立後から
①利用日の61 日前までのキャンセル

会場基本利用料の 25%

②利用日の60 日前 ～ 16 日前までのキャンセル
会場基本利用料の 50%

③利用日の15日前以降のキャンセル
会場基本利用料の全額

4. 利用前の打合せ
(1) ご契約後、催事内容詳細、タイムスケジュール ／

会場構成 ／ 照明 ／ 音響 ／ 映像 ／ 施工プラン等の
打合せを運営事務局と行ってください。

(2) ご利用日の15日前までに最終打合せを済ませ、 最
終施工図面 ／ 各種仕込図 ／ 電気関係図面 等を運営
事務局までご提出ください。

(3) GINZA PLACE宛の各種届出・申請書類（作業届
等）を運営事務局よりお渡ししますので、期日まで
にご提出ください。

５.関係諸官庁への届出・申請
(1) 消防署

催事の内容によっては消防署への届け出が必要な場
合がございます。

【届け出が必要な場合】
利用者は当施設ご利用日の10日前までに
①「防火対象物利用開始届出書」
②「会場管理計画書」
③「防火対象物工事等計画届出書」
④「基準の特例等適用申請書」
⑤「最終施工平面図 • 立面図 縮尺=1/100) 」
⑥「催事の実施概要書類」の必要書類一式につき、
【合計3部】作成し、事前に当施設の確認・承認を受
け、ご利用日の7日前までに、以下記載の所轄消防署
への届 出・申請を行ってください。また、届出・申
請後、所轄消防署の受理・受付印の控えの写しをご
提出いただき、現場責任者は、準備を含めたご利用
日に必ずその控えを携帯してください。

所轄消防署:東京消防庁京橋消防署予防課予防係
〒104-0031東京都中央区京橋3丁目14番1号
TEL: 03-3564-0119
FAX: 03-3564-0606
都営地下鉄浅草線 「宝町」駅 徒歩1分
東京メトロ銀座線 「京橋」駅 徒歩5分
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(2) 警察署申請
当施設内外での安全な運営を行っていただくため、
必要に応じて、以下記載の警察署（交通課、 警備
課）に事前に連絡し指導を受けてください。

所轄警察署:築地警察署
〒104－0045
東京都中央区築地1丁目6番1号
TEL:03-3543-0110（代表）
東京メトロ有楽町線 「新富町」駅 徒歩2分
東京メトロ日比谷線 「築地」駅 徒歩5分

(3) 保健所申請
飲食を伴う催事を開催する場合は、以下記載の保健
所へ事前にご相談いただき、指導に従い必要な手続
きを行ってください。

所轄保健所:中央区保健所 生活衛生課
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号
TEL:03-3541-5936（生活衛生課）

(4) その他
必要に応じて、関係諸官庁にご相談の上、必要な手
続きを行ってください。

６.  ご利用にあたって
(1) ご利用中の管理責任

施設のご利用にあたっては、common ginza運営事
務局と打ち合わせを行い、定められた事項を遵守い
ただきますようお願いいたします。

ご利用期間中に施設内において発生した事故につ
いては、ご契約者様のみならず、関係業者・来場者
の行為であっても、全てご契約者様に責任を負って
いただきま すので、事故防止には万全を期してくだ
さい。また、施設、設備、備品等の破損または紛失
した場合は、速やかに運営事務局までご連絡くださ
い。

(2) 安全管理（警備・誘導等）
弊社が行う警備は、3階のフロアセキュリティのみ
となります。 施設側の基本時間外での対応や個別の
警備が必要な場合並びに搬入出に関わり警備が必要
となる場合には、ご契約者様の負担にて、原則とし
て当施設指定の警備会社にて対応をいただきます。
ご利用会場内の安全管理・入退場チェック・共用ス
ペースの警備・来場者整理・搬入出等について、ま
た多数の来場者が予想されるとき、または他の催物
の開催に支障を及ぼす恐れがあると弊社が認めると
きは、ご契約者様の責任において、警備会社への委
託または警備担当者の配置を行い、万全の警備体制
及び来場者整理誘導体制を敷いて事故防止に努めて
ください。
※警備業務はGINZAPLACE指定 株式会社マックス
セキュリティサービスへご用命ください。

(3) 免責及び損害賠償
利用期間中、当施設において生じた盗難・破損等全
ての事故については、弊社は一切の責任を負いませ
ん。また、弊社の責めに帰すべき事由により、ご契
約者様に損害が生じた場合、損害が生じたときに当
施設の利用に関して利用者から支払われた金員の全
部または一部を返還すること以外の補償はいたしか
ねます。また、ご契約者様の責に帰すべき事由によ
り、利用期間中に当施設の施設・設備・備品等を破
損または紛失した場合は、ご契約者様に賠償してい
ただきます。

(4) 原状回復と清掃管理
ご利用後の原状回復と清掃（有料にてゴミ処理の対
応も致します。）は、ご契約者様にて行ってくださ
い。利用終了時に、運営事務局が点検いたします。
なお、特別に清掃の必要が生じた場合には、原則と
して当施設指定の清掃会社にて清掃の上別途当該清
掃費を申し受けます。

(5) 利用の制限
以下の各号に該当する場合は、ご利用をお断りいた
します。
①公序良俗に反する場合。
②利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律」による指定暴力団及びその関係者、
反社会的団体及び反社会的団体員(暴力団、過激行
動団体等及びその構成員ならびに関係者）、また
は前記の団体以外の暴力団及び関係者であると判
明した場合。

③利用申込書に偽りの記載があった場合。
④政治・宗教活動等に関係する場合。
⑤関係省庁から中止命令が出た場合。
⑥設備を損傷、滅失させるおそれがある場合。
⑦来館者及び会場周辺に混乱、危険を及ぼす可能性

がある場合。

(6) 指定業者及び立会い
安全管理及び円滑な機材操作のため、照明・ 音響・
映像業者を指定しておりますのでご用命ください。
外部業者をご利用の場合は運営事務局の立会いが
必要になります。

(7) 搬入出について
搬入出については、common ginza運営事務局の指
示に則りご対応いただきます。搬入出に関わり、安
全管理が必要となる場合は、上記（2）安全管理に
則りご対応ください。
なお、大量の搬出入が伴う場合は、必要に応じて道
路使用等について所轄警察署に事前に相談いただき、
その指導に基づきご対応いただくこととなります。

【人荷用兼非常用エレベーター】
積載最大 1,150 kg／カゴ内寸法 間口:1,800ｍｍ、
奥行:1,500mm、 高さ:2,350mm／
出入口寸法:間口:1000mm、 高 さ:2,100mm

利用規約
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common ginza 運営事務局

東京都中央区銀座5-8-1 GINZA PLACE 3F

TEL.03-6821-1515
（受付時間:平日 10:00～17:00）

担当:荒井・東

URL:https://ginzaplace.jp/commonginza/
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お問い合わせ窓口


