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都心、郊外からのアクセスも便利な二子玉川。

玉川髙島屋 S・Cに併設され、コンサート、展示会、パーティー、講演会など

多目的にご利用いただけるレンタルスペースです。

多彩なイベントを実現するアレーナホール＆サロン
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ARENA HALL / SALOON

たまがわ文化の中心「アレーナホール・サロン」
玉川髙島屋S・Cは、鉄道や幹線道路、高速道路などが集中する交通の要にあり、

上野毛、田園調布、成城、等々力といった、全国的に有名な高級住宅地を第一次商圏に擁しています。

多摩川のほとりの、豊かな自然と共存するハイクラスな都市環境はまさに独自の「たまがわ文化」と言えます。

私たちはこの文化の中心にある多目的スペース「アレーナホール・サロン」のご利用をおすすめいたします。

会場概要 １

コンサート・トークショー・ファッションショー・映画
パーティー・シンポジウム・講演会・セミナー・各種展示会 他

面積： 500㎡（151坪）
※サービス・後方施設を含むホール有効面積 / 381㎡（115坪）
天井高： 3.5m（梁下まで）
床： 木製フローリング
壁： メタルメッシュ（ダークグレー） 仕上げ

控え室（メイクアップルーム兼用・仮設1含む）2部屋
出演者用トイレ1カ所
厨房 ［アレーナサロン共通］
クローク（コート類 約200着収容可能）
受付カウンター

用途

建築仕様

サービス施設

展示会・講演会・パーティー 他

面積： 350㎡（105坪）
※サービス・後方施設を含むサロン有効面積／ 252㎡（76坪）
天井高： 3.5m（梁下まで）
床： 木製フローリング
壁： クロス仕上げ

アレーナホール事務所（ホールスタッフ）： 2700・2800
アレーナサロン： 2774
ホール受付・クローク： 2862

用途

建築仕様

内線番号

■ アレーナホール

■ アレーナサロン

建築家・團紀彦氏の設計によるアレーナホールは、温かみのあるフローリング、大理石の柱などを用いて、

落ち着いた中にも上質の都市文化が薫るデザインに設計されております。

また併設のアレーナサロンは白を基調とした上品なつくりで、中型の催しには最適です。

環境としては都心からの便もよく、隣接する玉川髙島屋Ｓ・Ｃは平日4万人、週末は6万人の来館者を誇ります。

アレーナホール・サロンでは使用目的に応じてお好みのレイアウトが可能で、高度な演出にも

フレキシブルに対応できる音響・照明システム、厨房設備などあらゆる要望に応えうる機能を備えています。

2022年3月1日現在
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Ⓔ 厨房設備について
33㎡の広さの中に、基本的な厨房器具が
備わっています。

■ 設備例： 
水切りシンク（3槽）／強力ガステーブル
ガス給湯器／大型冷凍冷蔵庫 など

東神開発株式会社
宣伝グループ アレーナホール担当

TEL. 03-3709-2222㈹

〒158-0094 
東京都世田谷区玉川3-17-1
玉川髙島屋S・C 東館5F

■ お問い合わせ・お申し込み

【テクニカルに関するお問い合わせ】
株式会社ホールテック　アレーナホール担当

TEL. 045-531-3778

〒223-0057 
神奈川県横浜市港北区新羽町861-1
FAX. 045-834-7740

アレーナホール内事務所
（ホールスタッフ）直通
※スタッフ常駐時のみ

TEL. 03-3708-6162

FAX. 03-3708-6164

 アレーナホール
Ⓖ 受付・クローク

Ⓗ 控え室

Ⓘ 出演者用トイレ

Ⓙ ホール用搬入口

 アレーナサロン
Ⓚ クローク

Ⓛ サロン用搬入口

 共通
Ⓐ エントランス

Ⓑ 女性用トイレ

Ⓒ 男性用トイレ

Ⓓ 事務所（ホールスタッフ）

Ⓔ 厨房

Ⓕ 機械室

アレーナホール／サロン オフィシャルウェブサイト　　

● ホール・サロンの空き状況がご確認いただけます。 ● 開催予定のイベントや最新のニュースがご案内しています。

● Googleストリートビューで館内の様子がご覧いただけます。 ● 図面PDFをダウンロードいただけます。

www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/arena/ たまがわアレーナ

会場概要 ２ 2022年3月1日現在
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275,000円

1時間につき 66 ,000円

全日使用

準備・撤去作業日

半日使用

延長料金

220,000円

1時間につき 66 ,000円

全日使用

準備・撤去作業日

半日使用

延長料金

※ホール有効面積 381㎡（115坪）
※ホールの空調など電気代、設備・常備機材使用料も含みます。

※サロン有効面積252㎡（76坪）
※サロンの空調など電気代、設備・常備機材使用料も含みます。

19,800円

33,000円

19,800円

33,000円

33,000円

29,700円

33,000円 29,700円

29,700円

会場管理責任者（制作・舞台）

音響

照明・電気関係

※会場管理責任者・音響・照明スタッフの立会者は最低限必要になります。
※作業内容によっては、アルバイトを手配することもあります〔11,000円/人 （チーフアルバイト： 16,500円/人）〕。
※設営・撤去がご利用時間外に及んだ場合は、別途超過料金（各19,800円）を申し受けます。
※お打合せ後に、お見積もりをお出しします。
●備品などのリースはその都度のお見積もりとなります。

  9 時 30分～ 21時 30分 （12時間）

  9 時 30分～ 21時 30分 （12時間）

  9 時 30分～ 21時 30分 （12時間）

  9 時 30分～ 15時 30分  （6時間）

15時 30分～ 21時 30分  （6時間）

全日使用

準備作業日（前日）

撤去作業日（翌日）

半日使用Ａ

半日使用Ｂ

立会い チーフオペレーター サブオペレーター

❶ 空き状況のお問い合わせ
　  まず施設の空き状況をお問い合わせください。
　  ■ 東神開発株式会社 宣伝グループ アレーナホール担当
　       TEL.03-3709-2222㈹

❸ ご利用日程の確定
　  遅くとも3ヶ月前までにご利用の決定をしてください。
　  ご利用日の2ヶ月前以降のキャンセルは、
　  キャンセル料がかかります。（本誌10ページ参照）

❺ ご利用のお打合せ
　  ご利用の40日前までには、開催に向けて弊社担当と、
　  アレーナホールスタッフとのお打合せをさせていただきます。
　  その際、搬入・搬出についてのご相談や、舞台や造作、音響、
　  照明、リース備品など各種手配も承ります。

❻ ホール利用料のご入金
　  ご利用の1週間前までに
　  ホール・サロン使用料をご入金いただきます。

❼ 開催
　  当日はホールスタッフが常駐し、
　  可能な限りのお手伝いをさせていただきます。

❽ ご利用残金のご精算
　  ご利用後速やかに、オペレーター人件費、延長料金など、
　  ご利用残金のご精算をさせていただきます。

❹ 使用申込書のご提出
　  ご利用日・ご利用時間が決まりましたら、使用申込書を送らせて
　  いただきます。必要事項をご記入の上、返送してください。

　  宛先： 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1 東館 5F
　　 　   東神開発株式会社 宣伝グループ アレーナホール担当

❷ ご利用予約
　  ご希望日が空いていれば、予約をすることができます。
　  ご予約はご利用日の6ヶ月前から承ります。

施設
使用料

オペレーター
人件費

備品リース代
など

前払い 事後精算

330,000円 （平日）
550,000円 （土・日・祝）

275,000円 （平日）
385,000円 （土・日・祝）

165,000円 （平日）
330,000円 （土・日・祝）

137,500円 （平日）
220,000円 （土・日・祝）

■ アレーナホール使用料
ご利用料金体系

ご利用の流れ

■ アレーナサロン使用料

■ ご利用時間 （アレーナホール・サロン共通）

■ オペレーター人件費 （1日分：アレーナホール・サロン共通）

ご利用料金 2022年3月1日現在　※表示価格は消費税を含む総額にて表示しています。 
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サロン用イス（肘掛なし） 50インチプラズマディスプレイ

丸テーブル（組み立て式）

講演台

長テーブル

バーカウンターMC台

ホール用イス（肘掛付き）

■ 貸出可能な備品
 機材名 仕様 数量
ハイチェア 黒 4
譜面台 鋳造製脚・ブラック塗装 8
 クロームメッキ・3段 8
譜面灯  6
ハンガーラック  1
姿見鏡  2
電気湯沸かしポット  2
ポット（保温用）  2
コーヒーメーカー  1
クーラーボックス  1
ホワイトボード  1

機材リスト １ 2022年3月1日現在

【アレーナホール】
 機材名 仕様 サイズ（mm） 数量
ユニットステージ天板 グレーゴムマット H80  1100×1620 30
ユニットステージ脚  H370 30
  H220 30
幕 中割（黒別珍） H3500×W5500 2枚
 袖（黒別珍） H3500×W2700 10枚
 東西（黒別珍） H4000×W5500 2枚
ジョーゼット幕 白 H4000×W5500 2枚
紗幕 黒 H3500×W9000 1
ケコミ グレー・別珍 H300×W11000 2
 グレー・別珍 H450×W11000 2
階段 ユニステ用 H450用 6
  H645用 3
平台  H100　900×1800 50
  H100　900×900 3
箱馬  200×350×500 70
イス 肘掛付き（黒）  300
 肘掛無し（黒）  45
テーブル 丸（組み立て式）  30
 長（折りたたみ式） 600×1800 H700 15
ポスター展示板 エントランス壁面 B全 3面
講演台・MC 台  ※画像参照 各1
スクリーン 吊り下げ式（ロールタイプ フロント用） 3000×2200（150インチ）4：3 1
 吊り下げ式（フレームタイプ　フロント・リア用） 4300×3200（200インチ）4：3 1
プラズマディスプレイ パナソニックビエラTH-50PX70 スタンド付き 50インチ 1
 

【アレーナサロン】
 機材名 仕様 サイズ（mm） 数量
イス 肘掛けなし（木製）  80
テーブル 長（折りたたみ式） 600×1800×H700 10
ポスター展示板 エントランス壁面 B全 2面

■ 舞台機材
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機材リスト 2 2022年3月1日現在

■ 音響機材

【アレーナホール】
 機材名 機種  数量 備考
メインシステム Meyer UPA-1A 6 吊り機構あり（ステージ縦使いのみ）
  USW-1 4
 ＢＯＳＥ M-101 16 常設シーリングスピーカー
モニター Electro-Voice SX-300 4 スタンド有り
  FM1502 4 38cmウーハー使用2WAY
  FM1202 7 30cmウーハー使用2WAY
パワードスピーカー YAMAHA MS202 3
アンプ YAMAHA PC2002M 10
 CAMCO VORTEX3 2 4ch AMP
ミキサー MIDAS VENICE MIX/24ch 2 1台は常設、1台は仮設ミキサーとして使用（*6/OUT）
 YAMAHA M7CL-48 1 仮設ミキサー
 behringer XENYX1204 1 4mono 2st 2out
イコライザー KLARK-TEKNIK DN360 1 メインシステム用
 YAMAHA Q2031 4
 dbx 2231 2
エフェクター YAMAHA SPX-2000 2 マルチエフェクター
 Roland SDE-3000A 2 デジタルディレイ
 dbx 160X 2 コンプレッサー /リミッター
  166 1 ステレオコンプレッサー /リミッター
CD ／ MD TASCAM MD-CD18MK II X 2
MDデッキ TASCAM MD-350 2 常設
CDプレイヤー TASCAM CD-01U 1
  CD-RW901SL 1 録音／再生
マイク SHURE SM58 10
  SM57 12
  58S 2 1本FOH専用
  565-SD 2 
 SENNHEISER MD-441 6
  MD-421 4
 AKG C-414B USL 2
  C-451EB 4
 Audio-Technica AT-851a 2 バウンダリーマイク
  AT-857La 4
 Maxon（B帯固定） R8DB 2 受信機（ハンドヘルド、ボディバック周波数 共通）
  H8B/SM58S 3 ハンドヘルド型
  T8BM 2 ボディパック型
 SHURE（B帯可変） UR4D 1 受信機
  UR2 2 58HEAD ハンドヘルド型
DI BSS AR-116 7
マイクスタンド K＆Ｍ ST210（ブーム） 17
  ST259（ミニ） 15
 高砂 MS-28（卓上） 4
  MF-18T（ストレート） 3
 キースモンクス CLIP 3
インターカムシステム CLEAR-COM CS-210（親機） 1 常設
  RS-50（子機） 8
  ヘッドセット（片耳） 9
MULTI ／ 12ch CANARE ケーブル30m 3
  ケーブル15m 6
  BOXオス-メス 10
  BOXオスのみ 1
MICケーブル CANARE 3m 10
  5m 30
  10m 20
  15m 10
SPケーブル  XLR 2m 2
  XLR 5m 2
  XLR 10m 7
  XLR 20m 4
  XLR 2対10m 1
  EP6 10m 1
  EP6 15m 6
  EP6 Yパラ 6
  EP6 3対 long 2
  EP6 2対 long 2
電源ケーブル  C-C 5
  C-平行 2
RIGGING  ベルト30cm 8
  ラッシング 6
  カラビナ大 7
  カラビナ小 18

【アレーナサロン】
 機材名 機種  数量 備考
メインシステム Victor一式  １
マイク Victor ハンドヘルド ２
  ベルトパック １ 周波数共通
  PS-C52B 2
PLAYBACK Victor MD-CD 1
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機材リスト 3 2022年3月1日現在

● SPOT
 機材名  　　球 数量 備考
ハイベックス 120H  1000w 39 バンドア40枚
ＦＩ  500w 24 バンドア30枚
PAR64 VN　（ショート） 500w 12 フェザー球
 Ｎ  24 シールドビーム
 M  24 シールドビーム
 M　（ショート）  24 シールドビーム
PAR36 N 300w 60 シールドビーム
ソースフォー　36度  500w 24 ネタ少量
2灯ミニブル  500w 10 バンドア付
LHQ  100w 4 シートサイズ10cm×14cm

● 備品
 機材名   数量 備考
スタンド   9
ベース   20
自在ハンガー ロング  10
 ショート  9
ミラーボール 1尺  1
サオ   2

● ケーブル（すべてT型）
 機材名   数量 備考
キャプタイヤー 2M  12
 5M  15
 10M  5
平打ち 1M  40
 2M  30
 3M  20
 5M  10
 10M  10
Tタコ 2又  60
 3又  35
変換コード C → T  4
 C → = ／ T → = ／ = → T  3タイプ 各5本
電源ドラム   2

● 電源・照明設備
 機材名 機種他   備考
総主幹容量   3相4線 800A
回路数   2Kw 120回路
調光卓 LUCIOL ルシオール ・コントロールCH 64CH
  ・コントロールDMX 512CH
  ・プリセットフェーダー 32本2段（64本1段可）
  ・サブフェーダー 10本 × 30ページ
  ・チェイス トータル300ステップ
パッチシステム Super Patchan（Dedital patching system）

【アレーナサロン】
● SPOT
 機材名  球 数量 備考
ＦS  500w 30

● ケーブル（すべてT型）
 機材名   数量 備考
平打ち 1M・2M・３M  各20
 5M・10M  各５
Tタコ 2又  40

● 電源・照明設備
 機材名 機種他   備考
総主幹容量   単相3線 150A
回路数   2Kw 24回路
調光卓 maxim マキシム ・プリセットフェーダー 12本2段（24本1段可）
  ・サブフェーダー 12本 × 9ページ

 

■ 照明機材

【アレーナホール】
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控え室

控え室

舞台

フードテーブル

ドリンクカウンター

■ 客席数 252席　■ 舞台寸法 （W）8,100×（D）4,400mm
■ その他 オペレーション卓はホール内に仮設となります。

■ 客席数 252席　■ 舞台寸法 （W）8,100×（D）4,400mm
■ その他 オペレーション卓はホール内に仮設となります。

舞台
オペレーション卓

控え室

控え室 控え室

控え室

オペレーション卓

舞台

■ パーティー
立食や着席でのパーティーにも。ケータリングサービスなどの
本格的な料理でゲストをもてなすことも可能です。

■ 展示会（小物陳列型）
絵画、生花などの個展やグループ展、さらにはメーカーの新商品展示まで、
アイディア次第であらゆるエキシビションに対応可能。

■ コンサート・トークショー（タテ仕様）
ステージと客席というシンプルな構成ながら、フレキシブルなレイアウト、
プロスタッフによるきめ細かな舞台演出が可能です。

■ コンサート・トークショー（ヨコ仕様）
すべての客席から間近にステージが見えます。
トークショーやコンサートに向いています。

■ 客席数 120席／卓数 30　■ 舞台寸法 （W）8,100×（D）4,400mm
■ その他 ドリンクテーブル寸法（W）1,800×（D）600mm
              料理テーブル寸法（W）5,400×（D）1,200mm

■ 上記レイアウトは、パネル造作・テーブルなどリース備品が必要になります。
　 その場合、別途料金がかかります。

ご利用事例 1 2022年3月1日現在
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■ 客席数 32席　
■ 卓数 8卓

■ 上記レイアウトは、パネル造作・テーブルなどリース備品が必要になります。
　 その場合、別途料金がかかります。

■ 展示会（大物陳列型）
新車発表会やフェアなどの大物展示にも対応できます。
車なら3台以上を展示することが可能です。

■ 各種説明会（小間仕様）
就職説明会や学校説明会、各種フェアにもご利用いただけます。
レイアウトをブースで仕切ることにより細やかな会場設営が可能。

映写機

ユニットステージ＋
平台使用

ス
ク
リ
ー
ン

袖幕

袖幕

控え室

■ 試写会・各種上映会
最大200インチのスクリーンでの上映が可能です。
客席を階段状に設えることにより、全ての観客がストレスなく見られます。

■ 客席数 206席
■ その他 客席ユニットステージ＋平台使用 H645・H455・H265mm

ホワイトボード

■ 講演会・セミナー
実演セミナー、各種説明会、トークショー、講演会など様々なレイアウトが可能。
大人数から少人数まで幅広くご利用いただけます。

■ ホワイトボードも貸出可能です。
　 テーブルなどはリースで別途料金がかかります。

ご利用事例 2 2022年3月1日現在
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ご利用規約 １ 2022年3月1日現在

1． お申し込みとお手続き
 （1） お申し込みは6ヶ月前から受け付けます。但し、玉川髙島屋S･C もしくは 髙島屋玉川店主催のイベント・催しが予定されている日はご利用になれません。
 （2） 正式なお申し込みは、東神開発株式会社（以下「当社」という）よりお送りする所定の申込書に必要事項をご記入・ご捺印の上、ご提出ください。
  利用申込書を受理し、利用料金など記載の上、申込者控をお戻しした時点で正式申し込みといたします。
 （3） 会場利用料金は、ご利用一週間前までにお支払いください。
 （4） ご利用後、オペレーション人件費など残金の請求をいたします。指定の期日までにお支払いください。
 （5） 会場利用料金およびオペレーション人件費などをお振込みいただく際、振込手数料は利用者のご負担でお願いいたします。

2． ご利用日 及び ご利用時間 
 （1） ご利用日は全館休館日である元日を除くすべての日で利用が可能です。
 （2） ご利用時間は次の通りとします。    全日使用 9：30～ 21：30 （12時間）／半日使用　9：30～ 15：30 （6時間）・15：30～ 21：30 （6時間）
 （3） ご利用時間は申込書に明記し、確定していただきます。
 （4） ご利用時間には、準備・後片付けなどの一切の時間を含みます。また開催前日や翌日に、設営・撤去などで1日使用する場合もその会場利用料金は発生いたします。
 （5） 9：30以前、及び21：30以降の時間外利用の場合は、内容にかかわらず会場利用料金・オペレーション人件費共に別途定める延長料金を申し受けます。 
  （但し、時間外利用の場合は、事前に担当者の承認を受けた場合に限ります。）
 （6） 玉川髙島屋S･Cの営業時間は原則として10：00～ 20：00（髙島屋玉川店は一部期間を除いて20：00まで）です。 ※社会情勢により営業時間は変更になる場合がございます。
  これ以外の時間帯においては、玉川髙島屋S･Cの付帯サービス（ベビーカー貸出しや遺失物・拾得物承り所など）を受けることができませんので、予めご了承ください。

3． 利用料金とキャンセルについて
 （1） 会場利用料金は、以下の通りとします。 ※表示価格は消費税を含む総額にて表示しています。
  全日利用 ・・・・・・・・・・・・ アレーナホール 330,000円 （平日）・ 550,000円 （土・日・祝）／アレーナサロン275,000円 （平日）・ 385,000円 （土・日・祝）
  半日利用 ・・・・・・・・・・・・ アレーナホール 165,000円 （平日）・ 330,000円 （土・日・祝）／アレーナサロン 137,500円 （平日）・ 220,000円 （土・日・祝）
  準備・撤去作業日 ・・・ アレーナホール 275,000円／アレーナサロン 220,000円
 （2） 利用料金の他にオペレーション人件費、リース料金、延長料金などをお打合せによりお見積もりさせていただきます。
 （3） キャンセルは申込書提出後（契約後）、発生いたします。
  契約時より利用日の2ヶ月前までのキャンセル ・・・ 会場利用料金の25％
  利用日の2ヶ月前より40日前までのキャンセル ・・・ 会場利用料金の50％
  利用日の40日前以降のキャンセル ・・・・・・・・・・・・・・・ 会場利用料金・人件費・リース料金の100％
  なお、利用者の責によらない不可抗力による利用中止、もしくは当社がやむを得ないと判断した場合はこの限りではありません。

4． ご利用の制限と契約の取り消し
 （1） 以下の事項に該当する場合には催し期間中であってもご利用を中止させていただくことがあります。
  ① 申し込み時の利用目的・内容と異なる利用のとき。
  ② 施設及び設備・備品を毀損する恐れがあると認められるとき。
  ③ 公の秩序又は善良なる風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
  ④ 玉川髙島屋S･Cとしての品位・名誉を汚す恐れがあると認められたとき。また、他の玉川髙島屋S･C利用客や周辺住民に不安や不利益を及ぼすと認められるとき。
 （2） 以下の事項に該当する場合には、契約の取り消しをさせていただくことがあります。
  ① 上記（1）各号に該当すると認められたとき。
  ② 会場利用料金が指定の期日までに支払われなかったとき。
  ③ 申込書の記載内容に虚偽が認められたとき。
  ④ 当社が定める規則や契約条件を遵守しなかったとき。
  ⑤ 不測の事故や災害などの不可抗力によって、施設が使用不能となったとき。
  ⑥ 地震などの災害が発生し、施設を帰宅困難者の一時滞在施設として利用するとき。
  ⑦ 施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

5． 利用者（主催者）の管理責任など
 （1） 利用者（主催者）は、常に善良なる管理者の注意をもって管理・利用してください。
 （2） 入場者の受付、人員整理・誘導、会場の警備・整理、控え室などでの盗難・事故防止は、利用者が責任を持って行ってください。
 （3） 利用終了後、原状回復と清掃は利用者の責任で行ってください。
 （4） 利用者は、施設の利用権の全部又は一部を第三者に譲渡・転貸することができません。
 （5） 利用者は、個人情報保護法などの法令を遵守し、会場において取得するものを含めその管理する個人情報・顧客情報（以下「本件個人情報」という）を
  利用者の責任において厳格に管理し、本件個人情報にかかる問合せやクレーム・個人情報漏洩事故など（以下「個人情報事故」という）については、
  利用者の責任と費用負担において解決をしてください。併せて、会場における個人情報事故についてはその事実を直ちに当社に報告をしてください。

6． 免責及び賠償
 （1） 利用期間中（設営・撤去も含む）に、施設及び設備・備品などが利用者側に起因して損害が発生した場合には、利用者に賠償していただきます。
 （2） 利用期間中（設営・撤去も含む）に、人身事故や展示品の盗難・破損・変質などがあった場合は、その原因の如何を問わず当社は責任を負いません。
 （3） 施設利用料金は、不測の事故や災害などの不可抗力によって施設が使用不能となったとき、施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたときを除き、
  返還いたしません。またこれらに伴い発生する損害について、当社は責任を負いません。
 （4） 利用者が善良なる管理者の注意義務を怠ったため、又は利用者もしくはその代理人・使用人・請負人・取引業者などの故意又は過失により、
   当社もしくは第三者の生命・身体・財産など（著作権などの知的財産権を含む）に損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償するものとします。
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7． 利用前の打合せ
 （1） 音響・照明などのオペレーションの依頼があるときは、ご利用日の40日前までに、担当者と会場設営や運営、搬出入などに関しての打合せを行ってください。
 （2） 音響・照明に関しては、施設管理上業者を指定しております。
  外部業者も利用できますが、予め当社指定業者との打合せを行い、その立会い・指示のもと作業してください。この場合別途立会い料を申し受けます。
 （3） 物品の販売があるときは、施設の性質上、事前に当社の承諾が必要になります。

8． 関係諸官庁への届け出
 官公署への届け出や申請が必要な場合は、玉川髙島屋S・Cとの打合せ後下記の通り届け出を行ってください。
 （1） 催し物の開催届出書 ・・・・・・・・・・・・・・ 玉川消防署  TEL. 03-3705-0119
 （2） 禁止行為解除申請書（7日前迄） ・・・ 玉川消防署  TEL. 03-3705-0119
 （3） 音楽著作権使用の場合 ・・・・・・・・・・・ 日本著作権協会  TEL. 03-3502-6551
 （4） その他必要と思われる場合には、玉川警察署にも届け出てください。

9． 搬入・搬出
 （1） アレーナホールの搬入・搬出は原則として9：30～ 21：30とします。アレーナサロンの搬入・搬出に関しては予めご相談ください。
 （2） 運送会社などを利用しての搬入に関しては、その受け取りは利用者側で責任をもって行ってください。
 （3） 搬入物は、難燃性や防炎加工済のものを使用するなど、火災防止に留意してください。
 （4） 建物躯体や付帯設備・備品へのガムテープ張り・釘打ちなどはできません。
 （5） 終了後、搬入した備品やポスターなどは利用者側にて速やかに撤去してください。
 （6） 搬入口の高さ制限は 2m90cm以下までですのでご注意ください。

10．反社会的勢力の排除
 （1） 利用者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、
  政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明、確約します。
 （2） 当社は、利用者が反社会的勢力に該当することが判明し、又は以下各号の一に該当する事由がある場合、何らの催告を要せず本契約を即時解除することができます。
  ① 反社会的勢力が経営を支配又は実質的に関与していると認められるとき
  ② 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等の目的で不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
  ③ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき
  ④ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
 （3） 当社は、利用者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を即時解除することができます。
  ① 暴力的な行為
  ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
  ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  ④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
  ⑤ その他前各号に準ずる行為
 （4） 利用者は、その下請又は再委託業者（下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。）が「（１）」に該当しないことを確約し、
  将来も前各項に該当しないことを確約するものとし、契約後に前各項に該当することが判明した場合には、直ちに下請又は再委託業者との契約を解除し、
  又は契約解除のための措置を採らなければなりません。尚、利用者が、本項の規定に違反した場合には、その当社は本契約を解除することができます。
 （5） 利用者は、その下請若しくは再委託業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、
  又は下請若しくは再委託業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、
  当社の捜査機関への通報及び当社の報に必要な協力を行うものとします。
  尚、利用者が本項の規定に違反した場合、その相手方は何らの催告を要さずに、本契約を即時解除することができます。
 （6） 当社が本条の規定により本契約を解除した場合、その利用者に損害が生じても何らこれらを賠償ないし補償することは要せず、
  また、かかる解除により解除権を行使した当社に損害が生じたときは、その利用者は生じた損害を賠償しなければなりません。

11．その他の事項
 （1） 喫煙は全面禁止です。
 （2） 会場内は「直火・電熱器」などの使用はできません。
 （3） 飲食については打合せ時にご相談ください。
 （4） 利用期間中（設営・撤去も含む）は、責任者は必ず会場に常駐してください。
 （5） ケータリングの依頼は、利用者（主催者）が直接業者に依頼にしてください。
 （6） 本契約に基づく権利義務に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審専属管轄裁判所とします。
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二子玉川駅から徒歩の方                お車（搬入車）の方

■ 電車でのアクセス 東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅西口より徒歩2分
  （渋谷駅より東急田園都市線急行で9分、自由が丘駅より東急大井町線で8分）

■ 車でのアクセス 【主催者の方】： 主催者の方や搬入車両は、アレーナ通り右側の「アレーナ搬入口（ヴァレーパーキング入口）」より入り、
  アレーナホール脇のスペースが使用できます。この場合は事前打合せ時に申請をしてください。
  搬入用駐車場営業時間は6：30～22：30です。
  なお、入口の高さ制限は 2m90cm以下ですのでご注意ください。
 【来場者の方】： 来場者の方は玉川髙島屋ショッピングセンター駐車場をご利用ください。

■ 自転車 自転車は、アレーナホール裏、またはアイビーズプレイス、マロニエコートに停められます。
 〈ご利用時間〉 アレーナホール裏10：00～22：30 ／アイビーズプレイス 24時間／マロニエコート 8：30～22：30 
 ※駐輪料金は3時間まで無料（以降3時間毎に100円）となります。

■ バイク バイク（小型自動二輪車のみ）はマロニエコートに停められます。
 〈ご利用時間〉 8：30～22：30  ※駐車料金がかかります。
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アレーナ搬入口
アレーナ通りは一方通行となっています。
搬入の際は、通りの一番右側の車線
（カラーコーンの右側）をお通りください。

アレーナホール／サロン オフィシャルウェブサイト　　www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/arena/
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