
076 2012.2

E V E N T  H A L L  &  E V E N T  S P A C E

全国のイベントホール･イベントスペースから、主要な施設を紹介します。
（イベントホールは主に屋内施設、イベントスペースは屋外や駅構内、施設内の公共性の高いスペース）

全国主要イベント会場リスト2012（地区別順）

その他セミナー研修 講演会 展示会 ファッション･音楽 新商品発表 サンプリング 物販●用途 /記号対応表
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先

北
海
道

アクセスサッポロ 〒003-0030

札幌市白石区流通センター
4-3-55

http://www.axes.or.jp

大展示場/5000㎡ 全日（9:00～17:00）
平日:74万5500円
休日:86万1000円

北海道エリアの展示会場としては最大の広さを誇る。
しかも柱を一本も使用しない無柱構造。4分割して利
用できる。屋外展示場、大小会議室、レセプションホー
ルもあり、大展示場と組み合わせての利用も可能。

アクセスサッポロ
業務課
TEL.011-865-5811

FAX.011-864-1290

旭川大雪アリーナ 〒070-8004

旭川市神楽4条7-1-52

多目的アリーナ/

3024㎡
全日（4月～10月）
催し物／平日:24万8850円
休日:31万6050円
興業／平日:54万7050円
休日:69万5100円

夏期（4月～10月）:アリーナの床面はフロアーで、ス
ポーツ、展示会、集会、式典、興業などに利用可能。冬期
（11月～3月）:アリーナの床面はアイスリンクで一般
スケート滑走、アイスホッケー、フィギュアスケートな
どに利用可能。

旭川大雪アリーナ
TEL.0166-61-9952

FAX.0166-63-0099

イベントホールクレモナ 函館市函館山 約100㎡ ホール使用料2万円＋
ロープウェイ搭乗料

函館山山頂展望台2階にあり、函館の夜景を眼下に、各種
コンサートや講演会など、幅広く気軽に利用可能。

函館山 ロープウェイ
索道部
TEL.0138-23-6288

FAX.0138-26-8512

東京ドームホテル札幌 〒060-0042

札幌市中央区大通西8丁目
http://www.tokyodome-

hotels-sapporo.com

ピアリッジホール/

800㎡  ※2分割可
クレストホール/

290㎡
（そのほかに小宴会場、
会議室あり）

（ピアリッジホール）
会議:1時間17万3250円
展示会･ショー:1日231万円
（クレストホール）
会議:1時間6万9300円
展示会･ショー:1日86万6250円

札幌の中心にある大通公園に隣接。JR札幌駅や地下鉄
大通駅へもスムーズな立地。館内には三つのレストラ
ン、バー、ラウンジがある。客室は285室。

販売グループ
TEL.011-261-0236

FAX.011-261-5105

札幌
コンベンションセンター

〒003-0006

札幌市白石区東札幌6条
1丁目1-1

大ホール/2607㎡
2500人収容
特別会議場/692㎡
700人収容
中ホール/533㎡
600人収容

全日（9:00～22:00）
全館貸切；107万2000円
大ホール:41万8900円
特別会議場:31万900円
中ホール:14万5100円ほか
（上記料金は平日の会議利
用時の料金）

「大ホール」は会議にも展示にも使用可能で、約1000席
の可動式の座席を格納。「特別会議場」は、6カ国語対応
の同時通訳ブースを有する。「中ホール」は会議のほか、
パーティー会場としても使用可能。

札幌コンベンション
センター
TEL.011-817-1010

FAX.011-820-4300

北翔クロテック月寒ドーム
（北海道立産業共進会場）

〒062-0053

札幌市豊平区月寒東3条
11丁目1-1

http://tsukisamu-dome.or.jp

2532㎡ 全日（9:00～21:00）
（展示会･見本市の場合）
平日:47万1900円
休日:70万7800円
（利用目的によって異なる）

地下鉄東豊線福住駅下車徒歩約10分（約800m）。駐車
場約2000台収容（無料）。展示会で屋外を使用する場
合はホール使用料の10%を使用料として徴収。屋外の
みの使用も可能。

北翔クロテック
月寒ドーム事業課
TEL.011-852-1811

FAX.011-852-9106
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サッポロ
ファクトリーホール

〒060-0032

札幌市中央区北2東3

http://www.factoryhall.com

ファクトリーホール/

578㎡
アトリウム/230㎡
煙突広場（屋外）/987㎡
ファクトリールーム/

200㎡（多目的）
*ホール以外分割可

全日
ファクトリーホール:42万円
アトリウム:52万5000円
煙突広場:31万5000円
ファクトリールーム:21万円

年間700万人以上が来館する複合総合施設で、各種プ
ロモーションイベントに最適。イベントの目的に合わ
せて、四つの多彩なスペースから選ぶことができる。

サッポロ都市開発
サッポロ
ファクトリーホール
TEL.011-207-5233

FAX.011-207-4233

新千歳空港センタープラザ 〒066-0012

千歳市美々新千歳空港
国内線ターミナルビル2階

イベントスペース/

約500㎡
全日（20㎡当たり）
平日:14万4000円（11月～4月）
平日:19万2000円（5月～10月）
※土日祝は20%増

乗降客、送迎客合わせて年間約2000万人が利用する新千歳空港。
開放感あふれたセンタープラザは、各種イベントやキャンペー
ン、展示会などに利用出来る。大型ビジョンやデジタルサイネー
ジ端末を使い全館に放映することで、高い訴求効果がある。

えんれいしゃ営業局営業部
販促 イベントグループ
TEL.0123-46-5888

FAX.0123-45-7137
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東
北

サンフェスタ
（産業見本市会館）
（ライブ･コンサート不可）

〒984-0015

宮城県仙台市若林区卸町
2-15-2

http://www.sunfesta.or.jp

1階展示場/1950㎡
3階/624㎡
4階/630㎡

全日
1階:72万4500円
3階:21万円
4階:23万1000円

仙台の東部流通地区の中心地に位置し、JR仙台駅から
車で10分。77㎡~1950㎡の各種展示場を備え多様な展
示会･商談会･イベントの開催が可能。隣接して500台収
容有料駐車場･会議室･レストランなどが利用できる。

サンフェスタ
（協同組合仙台卸商
センター）
TEL.022-235-1100 

FAX.022-235-1109

夢メッセみやぎ 〒983-0001

宮城県仙台市宮城野区港
3-1-7

http://www.yumemesse.or.jp

展示場/7500㎡
大ホール/410㎡
会議室/189㎡
（分割可）

全日（9:00～17:00）
展示場:181万1250円
大ホール:6万6780円
会議室:3万870円

東北最大の総合展示場。天井高17m～25mの無柱空間
で立体的な利用が可能。搬出入口と主催者事務室は3

カ所完備、三つのイベントの同時開催可。大ホールはセ
ミナーにも利用出来る。JR仙台駅よりバス約40分、JR

仙石線中野栄駅より徒歩約15分、タクシー5分。

みやぎ
産業交流センター
TEL.022-254-7111

FAX.022-254-7110
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関
東

泉ガーデンギャラリー 〒106-0032

東京都港区六本木1-5-2

http://www.bellesalle.

co.jp/izumig_gallery/

ギャラリー：883㎡
（ギャラリーA/

587㎡、ギャラリー
B/295㎡に分割可能）

ギャラリー：
105万円/8時間

緑の庭園に佇む最大700名まで収容可能な大規模イベ
ントホール。上質なイベント空間で展示会や販売会等、
大規模イベントも開催可能

ベルサール
総合予約センター
03-3346-1396

関
東
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
東 NSイベントホール 〒163-0813

東京都新宿区西新宿2-4-1

新宿NSビル13階
http://www.shinjuku-ns.co.jp

全展示ホール/2637㎡
NS3階会議室/

61㎡~138㎡   全14室
30階NSスカイカン
ファレンスホール
A+B/426㎡
※分割での使用可

全日（9:00～17:00）
全展示ホール:277万2000円
NS3階会議室:

7万350円~12万7000円
ホールA+B:58万4850円

躍進目覚ましい新宿副都心、超高層ビル街区に位置し、
東京都本庁舎に隣接する「新宿NSビル」に内設した本
格的展示場及びカンファレンスルーム。交通至便で集
客が容易。幅広い利用が可能。新宿駅より雨に濡れずに
アクセス。

業務部
TEL.03-3342-4920

FAX.03-3346-8919

後楽園ホール 〒112-8575

東京都文京区後楽1-3-61

http://www.tokyo-dome.

co.jp

ホール/575㎡
展示会場/198㎡

ホール:
平日（9:00～22:00）:
136万5000円
休日（9:00～21:00）:
139万6500円
展示会場（9:00～18:00）:
21万円  ※利用日当日

主に格闘技、プロレス、ボクシングなどが行われている
が、番組収録、ファッションショー、株主総会など幅広
い利用が可能。また、展示会場はセミナー、展示会、会議
等にて利用可能。

後楽園ホール
TEL.03-5800-9999

THE GRAND 〒108-0075
東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラル
タワー3階
http://www.tg-hall.com

ホール/432㎡
（131坪）
ホワイエ/479㎡
（145坪）

基本会場費　84万円
（9:00～20:00）
時間使用料 8万9250円/

1時間（最低5時間以上）

品川駅からコンコースを通って、徒歩5分に位置する
グランドホール。セミナー、講演会はもちろんのこと、
展示会、ファッションショーまでさまざまな催事に対
応可能なホールです。

マグネットスタジオ
TEL.03-5463-9971

FAX.03-5463-9972

サンシャインシティ
コンベンションセンター

〒170-8630

東京都豊島区東池袋3-1

http://www.sunshinecity.

co.jp

展示ホールA/3969㎡
展示ホールB/2343㎡
展示ホールC/2860㎡
展示ホールD/3341㎡

全日（10:00～18:00）
展示ホールA:277万2000円
展示ホールB:164万100円
展示ホールC:199万8150円
展示ホールD:233万5410円

東京･池袋、サンシャインシティに立地した1万3000

㎡の展示スペースと、多目的に利用できる会議室を備
えた都市型大規模展示施設。水族館･展望台などサン
シャインシティならではのパーティー会場、飲食店や
ショッピングセンター、ホテルなど周辺施設も充実。

サンシャインシティ
シティ事業部
TEL.03-3989-3486

FAX.03-3987-3173

TOKYO DOME
CITY HALL

〒112-8575

東京都文京区後楽1-3-61

http://www.meetsport.jp

1万2300㎡
（客席部分含む）

（9:00～23:00）
194万2500円～
277万2000円

最大3000人超のキャパシティを誇る都心でも類を見
ないエンタテインメントホール。コンサートやイベン
トなど、あらゆる演目に対応できる多目的ホール。

ミーツポート部
TEL.03-3817-6150

FAX.03-3817-6010

品川インターシティホール 〒108-6105

東京都港区港南2-15-4

http://www.sicity.co.jp/d/

index_d.html

ホール/700㎡
ホワイエ/300㎡

全日115万5000円 天井高9.7ｍ、18ｍ×40ｍのオーバル型多機能ホール。ホール後方
の扉を開放すれば、ホワイエとの一体利用も可能。1万2000ルーメ
ンプロジェクター、W7.9ｍ大型スクリーン、ラインアレイスピー
カーKIVA･KILOを新規導入。より迫力のあるプレゼンテーション
が可能となった。ホール内での催事終了後、ホワイエでの懇親会
も可能。企画演出から各種サービスまで総合的にサポートする。

品川インターシティ
ホール管理室
TEL.03-3474-0461

FAX.03-5479-0754

スパイラルホール 〒107-0062

東京都港区南青山5-6-23

スパイラル3階
http://www.spiral.co.jp/

ホール/298㎡
ホワイエ/200㎡

全日73万5000円
（7:00~23:00の間の12時間）
1時間7万3500円
※利用は4時間以上

フラットで自在なホールはクライアントの目的の応じたあらゆ
る空間設計が可能。ビジネスに最適な立地でのプレス発表･展示
会から、芸術･文化発信を担う舞台公演までさまざまなイベント
が行われている。ワンフロア占有となっており、機能的でありな
がらゆったりとした雰囲気。東京メトロ表参道駅B1出口前すぐ。

スパイラルホール
TEL.03-3498-5793

全労済ホール/
スペースゼロ

〒151-0053

東京都渋谷区代々木
2-12-10全労済会館
http://www.spacezero.co.jp/

1階 ホール/440㎡～
ギャラリー/81㎡
展示室/52㎡　
多目的ルーム40㎡

全日
ホール:A料金105万円
B料金84万円　
ギャラリー:15万7500円
展示室:7万3500円
多目的ルーム5万2500円

JR新宿駅南口より徒歩5分の多目的スペース。可動床
システムで、各イベントに合わせた演出ができる。地下
1階にギャラリー･展示室･多目的ルームを備え、美術
展に限らずホールとの同時使用も可。商談コーナーと
しても使える。

TEL.03-3375-8741

FAX.03-3370-9140

玉川髙島屋S･C
アレーナホール/
アレーナサロン

〒158-8502

東京都世田谷区玉川3-17-1

http://www.tamagawa-sc.

com/arena

ホール/500㎡
サロン/350㎡

ホール使用料　
平日30万円　土日祝50万円
サロン使用料　
平日25万円　土日祝35万円
（税別/1日料金）

百貨店と340の専門店やカルチャークラブが集まる玉
川髙島屋S･C内に位置し、田園調布、成城、上野毛、等々
力など生活水準の高い良質な住宅街を背景に控える。
渋谷から東急田園都市線で14分。展示会、講演会、ライ
ブ、各種PRイベントなど用途も多様。

東神開発
宣伝グループ
TEL.03-3708-6136

FAX.03-3707-6186

調布市グリーンホール 〒182-0026

東京都調布市小島町2-47-1

http://www.chofu-

culture-community.org

大ホール/1307人
小ホール/300人

全日（9:00～21:30）
大ホール（平日）24万4700円
（休日）28万8000円
小ホール（平日）4万7500円
（休日）5万3200円

京王線調布駅南口前に位置し、大ホールは充分な舞台
面積に舞台機構、音響、照明などの設備が施されてい
る。小ホールはイスが可動式で展示会やパーティーな
ど多目的に利用できる。

調布市文化･
コミュニティ振興財団
事業課　ホール事業係
TEL.042-481-7611

FAX.042-484-3009

E V E N T  H A L L

低価格のイベント用ステーションキットが登場

2012 年１月下旬より販売開始を予定しているイ
ベントツールで、アルミのシステムユニットと布製
のグラフィックによって構成される、簡易イベント
ステーションキット。「バック壁面」「トップルーフ」
「棚」「ワークスタンド」「サイドウィング」を用途
に合わせて、色とともに自由に選べる。また、誰
でも簡単に組み立てられるうえ、大型グラフィック

グラフィックの出力を含め
15万円～という低価格
のイベント用ツールだ。

は布製なので、軽くて収納時もコンパクトになる。
そのため、街頭イベントや店頭キャンペーン、就
職イベントブースなど小型で巡回型のイベントに
効果が期待できる。また、従来型のポータブルディ
スプレイに比べ、用途に応じた組み合わせが可
能で、グラフィック面を差し替えることによって、
多様な展開が実現するという。

▲ イベント用の簡易ステーションキット「LS-KITS」（昭栄美術）
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
東 東京交通会舘 〒100-0006

東京都千代田区有楽町2-10-1

http://www.kotsukaikan.

co.jp/

ダイヤモンドホール
/980㎡
カトレアサロン/980㎡
グリーンルーム/200㎡

ダイヤモンドホール:95万円
カトレアサロン:95万円
グリーンルーム:22万円

銀座への玄関口･有楽町駅から徒歩0分。大規模なイベ
ントから比較的小規模な催事まで、展示の内容に応じ
て選ぶことが可能。都心のイベントホールとして抜群
の集客力を誇る。

東京交通会館営業部
TEL.03-3212-2931

FAX.03-3212-2936

東京国際フォーラム 〒100-0005

東京都千代田区丸の内
3-5-1

http://www.t-i-forum.co.jp

ホールA/5012席　
ホールB7/1400㎡　
ホールB5/600㎡　
ホールC/1502席　
ホールD7/340㎡　
展示ホール/5000㎡

全日　※すべて平日利用
ホールA:354万9000円　
ホールB7:191万1000円　
ホールB5:166万9500円　
ホールC:116万5500円　
ホールD7:67万2000円　
展示ホール（全面利用）:735万円

JR有楽町駅から徒歩1分、東京駅から徒歩5分と、首都
圏の大型コンベンション&アート会場として最高の立
地。七つのホールと34室の会議室などから構成され、
セミナーから国際会議、企業の展示会からパーティー、
ファッションショー、コンサートまで単館利用から複
合利用まで行える。

東京国際フォーラム
TEL.03-5221-9000

FAX.03-5221-9011

東京ドーム 〒112-8575

東京都文京区後楽1-3-61

http://www.tokyo-dome.

co.jp

フィールド面積/

1万3000㎡
全日（7:00～24:00）
1750万円

空気膜構造を採用した、日本初の屋根付スタジアムと
して誕生。野球、各種スポーツを始めコンサート、式典、
展示会など、幅広い利用が可能。また、交通の便は5線4

駅に隣接。東京ドームホテル、ラクーアの開業により、
東京ドームシティとしてより充実。

興行企画部
TEL.03-3817-6081

FAX.03-3817-6187

東京ビッグサイト
（東京国際展示場）

〒135-0063

東京都江東区有明3-11-1

http://www.bigsight.jp

東1ホール/8670㎡
（東1~6ホール西1~4

ホール計10ホール）
国際会議場/1030㎡
レセプションホール/

1700㎡など

全日（東1ホール）
345万4500円など

日本最大を誇る8万㎡の展示スペースと、国際会議場
やレセプションホール、大小さまざまな会議室を備え
る。ビジネスセンター、レストラン、コンビニエンスス
トアなどの施設も完備。各種展示会、会議のほか、あら
ゆるイベントに対応。

東京ビッグサイト
TEL.03-5530-1111（代）
FAX.03-5530-1222

東京ミッドタウン
ホール&カンファレンス

〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-2

http://www.tokyo-

midtown.com"

ホール（分割可）･
セミナールーム
ホールA/770㎡
ホールB/540㎡
カンファレンスRoom:

51㎡～316㎡

終日
ホールA:238万円
ホールB:163万円
カンファレンスRoom:

12万3000円～53万2000円

六本木駅直結の立地に、大型イベントから国際会議に
まで対応できるスペース。最新の映像や音響、照明設備
を完備。また同時通訳やケータリングなど のサービス
に対応。周辺施設も充実しており、ザ･リッツカールト
ン東京が隣接、街をあげたイベントにすることも可能。

東京ミッドタウン
ホール&

カンファレンス
TEL.03-3475-3103

東京流通センター
（TRC）

〒143-0006

東京都大田区平和島6-1-1

http://www.trc-event.jp/

Aホール/1156㎡
Bホール/949㎡
Cホール/970㎡
Dホール/1398㎡
Eホール/1984㎡
Fホール/1989㎡
※一括使用も可

（9:00～18:00）
Aホール:53万5500円
Bホール:44万1000円
Cホール:46万2000円
Dホール:65万1000円
Eホール、Fホール:各98万
7000円　※一括使用も可
※時間延長の場合、1時間につき上記
使用料の15%発生　※準備日･撤去
日については、上記使用料の50%

羽田空港から12分。東京駅から17分。JR浜松駅から11

分。駅下車30秒の好立地。全国主要都市からでも日帰
りができる。会場搬出入口に車両を横付けできる。

営業部催事課
TEL.03-3767-2190

FAX.03-3767-2053

中野サンプラザ13F
大宴会場コスモルーム ほか

〒164-8512

東京都中野区中野4-1-1

http://www.sunplaza.jp/

hall/index.html

コスモルーム/357㎡
クレッセント
ルーム/285㎡
ブロッサム
ルーム/252㎡

コスモルーム
（展示会全日:88万2000円、
会議全日:58万8000円）
クレッセントルーム･
ブロッサムルーム（全日）:

42万8400円

JR中央線･総武線/東京メトロ東西線中野駅から徒歩1

分というアクセス至便の複合施設。ホテルやイベント
広場、研修室、レストランが複合利用でき、さまざまな
催事に対応可能。スポーツジムなど他施設も充実。
駐車場130台。

中野サンプラザホール
TEL.03-3388-2893

FAX.03-5380-5540

日本橋プラザ
展示ホール･会議室

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4

http://www.

nihonbashiplaza.co.jp

展示ホール/709㎡
会議室1/33㎡
会議室2+3+4/145㎡

（9:00~21:00）
展示ホール:82万9500円
（9:00~17:00）会議室1:3万6750円、
会議室2+3+4:13万9650円

「東京駅」八重洲北口から徒歩4分、東京メトロ･都営地
下鉄「日本橋駅」から徒歩1分という絶好のロケーショ
ン。開放感のあるロビーとご商談、会議スペースを合わ
せ持つ落ち着いた雰囲気の展示ホール。

日本橋プラザ 事業部
TEL.03-3231-2231

 FAX.03-3231-2235                 

ヒカリエホール 〒150-0002

渋谷区渋谷2-21-1

渋谷ヒカリエ9Ｆ
http://www.hikarie.jp/hall/

Hall A/1000㎡
Hall B/300㎡

Hall A:199万5000円
Hall B:84万円

渋谷駅直結のイベントホールが、2012年春誕生。ビジネスも
エンターテインメントも、あらゆるシチュエーションで活用
できる設備･機能を備えた大小二つのホール。抜群の立地と渋
谷の情報発信力を生かした効果的なプロモーションが可能。

ヒカリエホール
開業準備室
TEL.03-5468-5088

FAX.03-5468-5090

プリズムホール 〒112-8575

東京都文京区後楽1-3-61　
http://www.tokyo-dome.

co.jp

2809㎡ 全日（10:00～18:00）･全面
（2809㎡）346万5000円
全日（10:00～18:00）･分割
（2327㎡）283万5000円
全日（10:00～18:00）･分割
（1374㎡）173万2500円

見本市、セミナーなどの開催が可能なコンベンション
スペース。立地の良さに加え、地上1階レベルの搬出入
口に車輌乗り入れ可能で、搬入効率が良い。

プリズムホール
TEL.03-3817-6222

FAX.03-3817-6217

ベルサール秋葉原 〒101-0021

東京都千代田区外神田
3-12-8住友不動産
秋葉原ビルB1･1F･2F 

http://www.bellesalle.co.jp/

bs_akihabara/index.html

2ＦHALL/869㎡
（HALL A/555㎡、
HALL B/314㎡に分割可能）
1FHALL/499㎡
※ガラス扉開放可能（有料）
1Fイベントスペース/412㎡
B1HALL/1353㎡

2FHALL:

132万3000円/8時間
1FHALL:

88万2000円/8時間
1Fイベントスペース:

52万5000円/8時間　
B1HALL:105万円/8時間

秋葉原駅徒歩４分の中央通り交差点角の、黄色いガラ
スの外観が目印。１階はフルオープンガラスを採用し、
屋外一体型の展示会も開催可能。１階HALL前のイベ
ントスペース貸出も開始し、より利便性が向上。

ベルサール
総合予約センター
TEL.03-3346-1396

ベルサール飯田橋ファースト 〒112-0004

東京都文京区後楽2-6-1住友不
動産飯田橋ファーストタワーB1 

http://www.bellesalle.co.jp/
bs_iidabashikita/index.html

HALL/712㎡
（HALL A/499㎡、
HALL B/213㎡に
分割可能）

94万5000円/8時間 来場者用･VIP用･搬入用と三つの完全分離型の動線を
確保。展示会+セミナーやセミナー+立食パーティーな
どイベントバリエーション向上を約束する。

ベルサール
総合予約センター
TEL.03-3346-1396

ベルサール汐留 〒104-0061

東京都中央区銀座8-21-1住友不
動産汐留浜離宮ビルB1･1F･2F 

http://www.bellesalle.co.jp/
bs_shiodome/index.html

2ＦHALL/949㎡
（HALL A/593㎡、
HALL B/356㎡に分割可能）
1FHALL/397㎡
B1HALL/1383㎡

2FHALL:144万9000円/8時間
1FHALL:60万9000円/8時間
B1HALL:245万7000円/8時間

新橋駅からも徒歩圏内の汐留エリアに誕生した、最大
約2700㎡を超える大型のイベントホール。

ベルサール
総合予約センター
TEL.03-3346-1396

ベルサール 
渋谷ファースト

〒150-0011
東京都渋谷区東1-2-20
住友不動産渋谷ファースト
タワーB1･2F
http://www.bellesalle.co.jp/
bs_shibuyafirst/index.html

2ＦHALL/1240㎡
（HALL A/689㎡、
HALL B/551㎡に
分割可能）
B1HALL/1353㎡

2FHALL:

157万5000円/8時間
B1HALL:168万円/8時間

渋谷･原宿エリアに地区最大級の２フロア合計2500

㎡を超える大型イベントホール。渋谷駅から徒歩圏内
の会場に展示会･ファッションショーなどの大型イベ
ントはもちろんのこと、1000人規模の株主総会やセミ
ナー・パーティーも対応可能。

ベルサール
総合予約センター
TEL.03-3346-1396
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
東 ベルサール新宿

セントラルパーク
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セ
ントラルパークシティ内　住友不
動産新宿セントラルパークビル1F
http://www.bellesalle.co.jp/
bs_shinjuku/index.html

HALL/997㎡
（HALL A/596㎡、
HALL B/401㎡に分
割可能）

94万5000円/8時間 新宿副都心のオープンした１フロア997㎡の大型イベ
ントホール。ホール内への直接搬入も可能な荷さばき
には10tトラックの横付けも可能。搬入･搬出もスムー
ズに行える利便性に優れたホール。

ベルサール
総合予約センター
TEL.03-3346-1396

ベルサール新宿グランド ＜イベントホール＞
〒163-0023 東京都新宿区
西新宿8-17-3
＜貸会議室＞
〒163-0023 東京都新宿区
西新宿8-17-1　住友不動産
新宿グランドタワー 5F

http://www.bellesalle.

co.jp/bs_nishi8project/

＜イベントホール＞
HALL/1474㎡
（HALL A/805㎡
HALL B/669㎡に
分割可能） 
＜貸会議室＞
72㎡～426㎡

<イベントホール＞
１63万8000円/8時間
＜貸会議室＞
3万4650円/8時間

1フロア1400㎡超でスクール1100人以上収容可能な
大型イベントホール。13室21パターンの貸会議室も併
設で分科会も開催可能。

ベルサール
総合予約センター
03-3346-1396

ベルサール半蔵門 〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-4
住友不動産半蔵門駅前ビル2Ｆ 
http://www.bellesalle.
co.jp/bs_hanzomon/

HALL/870㎡
（HALL A/510㎡
HALL B/359㎡に
分割可能）

HALL:

115万5000円/8時間
半蔵門駅直結で利便性抜群のイベントホール「ベル
サール半蔵門」。セミナー利用に最適な天井高6.0ｍの
イベントホール。

ベルサール
総合予約センター
03-3346-1396

ベルサール六本木 〒106-0032
東京都港区六本木7-18-18住友
不動産六本木通ビル1F・B1 

http://www.bellesalle.co.jp/

bs_roppongi/

1F HALL/321㎡
（HALL A/135㎡、HALL B/
161㎡に分割可能）
B1HALL/703㎡
（HALL C/352㎡、HALL D/
351㎡に分割可能） 

1FHALL:50万4000円/8時間
B1HALL:94万5000円/8時間

フルオープンガラスを採用した開放感溢れる大型イベ
ントホール。

ベルサール
総合予約センター
03-3346-1396

丸ビルコンファレンス
スクエア

〒100-6307

東京都千代田区丸の内
2-4-1 丸ビル8階
http://www.marunouchi-hc.jp/

Room1/80㎡
Room2（分割可）/100㎡
Room3/90㎡
Room4/200㎡
Room5/140㎡
Glass Room/30㎡

全日（9:00～21:00）
Room1:21万6300円
Room2:27万3000円
Room3:24万1500円
Room4:53万5500円
Room5:37万5900円
Glass Room:10万800円

少人数でのミーティングから、セミナー、講演会、記者
発表まで用途に合わせて利用できる大小六つの会議室
がある。全室インターネット接続可能でビル内商業施
設、丸ビルホールとの複合利用もできる。

丸ビルホール&

コンファレンス
スクエア
TEL.03-3217-7111

FAX.03-3217-7501

丸ビルホール 〒100-6307

東京都千代田区丸の内
2-4-1 丸ビル7階
http://www.marunouchi-hc.jp/

400㎡
ホワイエ/200㎡

全日（9:00～22:00）
94万5000円
※時間ごとの貸出可

東京駅に直結しておりアクセスは抜群。300人～400人
収容可能で、展示会･講演会･パーティー･ミニコンサー
トなどに利用できる多目的ホール。

丸ビルホール&

コンファレンススクエア
TEL.03-3217-7111

FAX.03-3217-7501

ラフォーレミュージアム 原宿 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-11-6

ラフォーレ原宿6階

ホール/442㎡
ロビー/81㎡

全日84万円 ファッションとカルチャーの発信地、原宿のシンボルとし
てそびえる「ラフォーレ原宿」の6階にあり、自主企画の展
覧会やさまざまなライブイベント、ファッションショーな
ど常に提案性の高いイベントを開催し、注目を集めている。

ラップネット
TEL.03-6406-6378

FAX.03-6406-6425

ラフォーレミュージアム
六本木

〒106-0032

東京都港区六本木1-9-9

六本木ファーストビルB1階

ホール/675㎡
ロビー/435㎡

全日126万円
※セミナーパック、展示会
割引きなど、特別料金あり

機能性を重視した200坪余の正方形無柱ホールと130坪
のロビーは、都内では類を見ないゆとりあるスペースを
誇る。また搬入口には4tトラックが２台横付けでき、作
業時間短縮と費用削減が図れる。車の展示も可能。

ラップネット
TEL.03-6406-6378

FAX.03-6406-6425

パシフィコ横浜 〒220-0012

神奈川県横浜市西区
みなとみらい1-1-1

http://www.pacifico.co.jp

会議センター /大中小会議
室約50室　国立大ホール
/5002席　展示ホール/2万
㎡（4分割可）　アネックス
ホール/1350㎡（6分割可）
臨港パーク、プラザ（屋外）

国立大ホール:294万円
（全館利用13時間）
展示ホール（3300㎡）:

115万5000円（24時間）
アネックスホール:

99万5400円（9:00～17:00）

会議･展示会･コンサート･記念式典･イベントなど多目
的に利用出来る、世界最大級の複合コンベンションセ
ンター。渋谷･東京からは約30分、みなとみらい駅から
は徒歩3分。ホテルも隣接している。

パシフィコ横浜
営業部
TEL.045-221-2121

FAX.045-221-2136

横浜赤レンガ倉庫
1号館ホール（3階）

〒231-0001

神奈川県横浜市中区
新港1-1-1

約376㎡ 平日:15万円
休日:20万円
（付帯料金別途）

舞台客席を自由に設定でき、コンサートや演劇などの
ほかに商品発表会や講演会、式典、記念パーティーなど
に利用することが可能。

横浜赤レンガ倉庫
1号館
TEL.045-211-1515　 

FAX.045-211-1519

タブレット端末でのスマートな商品紹介を実現

「Handbook」は、企業で利用されるドキュメント
や動画などの情報をiPadやAndroidタブレット
端末など、スマートデバイスに配信し共有可能な
サービス。画像や動画、アンケートを組み込んだ
コンテンツを作成し、閲覧ユーザーの管理なども
できる。さらに、コンテンツの有効期限の設定や、
アクセスコントロールなどセキュリティー機能もある情報の登録はPCブラウザだけで簡単に行うことができる。

ため、商品紹介や情報共有などさまざまなシーン
で利用可能だ。
実際に、ある着物ブランドが伊勢丹新宿店で実
施したイベントで、HandbookとiPadを利用。
博多織の製造工程や帯結びの方法を紹介した
動画コンテンツや、在庫外商品の写真などを端
末に配信し、来場者を接客する際に活用した。

▲ スマートデバイス向け社内情報配信サービス「Handbook」（インフォテリア）
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
東 ランドマークホール 〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい
2-2-1ランドマークプラザ5階
http://www.yokohama-

landmark.jp/web/hall

メインホール/450㎡ 

リハーサルスタジオ
/122㎡
ロビー ･ホワイエ
/380㎡

全日:63万円
1時間:6万3000円

電動移動客席、分割昇降ステージ、電動ライトキュー
ブ、コンピュータ調光充実。ロビーは広く豪華な雰囲
気。みなとみらい駅･桜木町駅より徒歩3分。ランド
マークプラザ、クイーンズスクエア、ワールドポーター
ズなど、周辺施設も充実している。

ランドマークホール
TEL.045-222-5050

FAX.045-224-2249

大宮ソニックシティ 〒330-8669

埼玉県さいたま市
大宮区桜木町1-7-5

http://www.sonic-city.or.jp/

第1展示場/804㎡
第2、5展示場/202㎡
第3、4展示場/135㎡
イベント広場/860㎡

全日
第1展示場:30万8300円
第2、第5展示場:7万6100円
第3、第4展示場:5万1900円

ビル棟地下1階に広がり、フレキシブルな対応が可能。各種展示会、
見本市、新製品発表会などに最適。東北、上越、長野新幹線などが通る
JR大宮駅西口の正面に位置し、駅からは歩行者デッキで結ばれてい
る（徒歩3分）。大ホール（2505席）、小ホール（496席）などを併設。

利用･誘致推進
グループ
TEL.048-647-4111

FAX.048-647-4159

さいたま
スーパーアリーナ

〒330-9111

埼玉県さいたま市中央区
新都心8番地
http://www.saitama-

arena.co.jp

スタジアム/
1万4600㎡　メイン
アリーナ/6800㎡　
コミュニティアリーナ/
7500㎡
展示ホール/1000㎡

（12時間単位･平日）
スタジアム:914万5500円
メインアリーナ:598万5000円
コミュニティアリーナ:210万円
展示ホール:47万2500円　※使用目
的によって料金が異なる場合あり

可動システムを用いた多目的施設で、最大3万7000人
収容のスタジアムまで、イベントの規模･内容に合わせ
た利用ができる。施設目前にはJRさいたま新都心駅、
北与野駅からも近い立地条件の上、隣駅の大宮駅には
新幹線が乗り入れし、アクセス抜群。

さいたまアリーナ
営業課
TEL.048-600-3000

FAX.048-601-1120

Club IKSPIARI

※企画内容による

〒279-8529

千葉県浦安市舞浜1-4 4F

http://www.ikspiari.com

総面積/1090㎡
（ホール/289㎡、
ホワイエ/329㎡）

全日（10:00～21:00）
52万5000円～
5時間:26万2500円～

プロ仕様のステージ機材、一流シェフやバーテンダー
がおりなす最高のお料理とドリンクで、さまざまな
シーンのパーティーやミュージックライブなど大切な
ひとときを演出するスペースとして幅広く利用可能。

Club IKSPIARI

TEL.047-305-2525

FAX.047-305-2471

幕張メッセ（日本コンベ
ンションセンター）

〒261-0023

千葉県千葉市美浜区
中瀬2-1

http://www.m-messe.co.jp

国際展示場　
1～8ホール/各6750㎡
9ホール/9000㎡
10～11ホール/各4500㎡
幕張イベントホール
アリーナ面積/3098㎡

全日（24時間）展示ホール
1～8:各219万4000円
展示ホール9:292万6000円
展示ホール10～11:

各146万3000円ほか

21万㎡もの広大な敷地に「国際展示場」「国際会議場」
「幕張イベントホール」が複合的に構成された、あらゆ
る催し物の開催を可能にする本格的なコンベンション
施設。JR京葉線で東京駅から約30分、海浜幕張駅下車徒
歩5分。駐車場は普通車5500台、大型車120台収容可能。

幕張メッセ
TEL.043-296-0001

FAX.043-296-0529
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アクアアリーナ

女神のテラス

〈アクアアリーナ〉
〒135-8707
東京都港区台場1-7-1
http://www.aquacity.jp/

〈女神のテラス〉
〒135-8707
東京都港区台場1-7-1
http://www.aquacity.jp/

〈アクアアリーナ〉
約480㎡（使用可能
面積約400㎡）
〈女神のテラス〉
約50㎡

〈アクアアリーナ〉
平日:31万5000円
休日:52万5000円
〈女神のテラス〉
平日:21万円
土日祝日繁忙期:

31万5000円

〈アクアアリーナ〉ゆりかもめ台場駅から徒歩1分にある
「アクアシティお台場」の中心に位置し、2層吹き抜けの
開放感あふれるスペース。さまざまなイベント、プロモー
ションに対応可能。
〈女神のテラス〉「アクアシティお台場」の3階に位置する屋外
イベントスペース。レインボーブリッジと自由の女神をバッ
クに絶景のロケーションで、印象的なイベントが行える。

アクアシティお台場
イベントスペース貸付担当
TEL.03-3528-4151

FAX.03-3528-4152

味の素スタジアム

（使用形態については要相談）

〒182-0032

東京都調布市西町376-3

http://www.ajinomotostadium.com

スタジアム/約4万3300㎡
（5万人収容）
｢ブレンディ｣広場/約7000㎡
「カルピス」広場/約1万2000㎡

イベント形態により異なる
要問い合わせ

Jリーグ｢FC東京｣ ｢東京ヴェルディ｣ のホームスタジ
アム。スポーツだけでなく、コンサート、展示会など多
様なイベントに対応。展示会は周辺広場やホール、エン
トランススペースなどを活用した大小さまざまな形態
で開催可能。

味の素スタジアム
TEL.042-440-0813

FAX.042-440-0550

コンファレンス
スクエアエムプラス

〒100-0005

東京都千代田区丸の内2-5-2 

三菱ビル1階･10階
http://www.marunouchi-

hc.jp/

グランド/252㎡
サクセス/135㎡
ミドル1･2･3/79㎡･
60㎡･40㎡ 
ルームA･B/30㎡
ジャパネスク/20㎡

全日（9:00～21:00）
グランド:57万4350円
サクセス:35万7000円
ミドル1:18万7950円
2:14万2800円　3:8万9250円
ルームA･B:7万350円
ジャパネスク:4万5780円

JR東京駅から徒歩2分、地下で直結しており、全国各地
からの会合でも集まりやすい、便利な会議室施設。会議
室は8名の少人数から200名収容可能な大会議室まで
（時間帯による料金設定可、応相談）。

コンファレンス
スクエアエムプラス
TEL.03-3282-7777

FAX.03-3287-5925

ザ･ガーデンホール/
ザ･ガーデンルーム

〒153-0062

東京都目黒区三田1-13-2

http://gardenplace.jp/hall.

html

ホール/640㎡
ルーム/265㎡

全日（9:00～20:00）
ホール:126万円
ルーム:52万5000円

恵比寿ガーデンプレイスという好環境の多目的空間。
床面積200坪、天井高8mのザ･ガーデンホールは、多目
的ホールとして都内最大級で、ロールバックチェアの
設備によりシート（732席）、スタンディング（1500人）
のどちらにも対応可能。

ザ･ガーデンホール/

ザ･ガーデンルーム
TEL.03-5424-0111

FAX.03-5424-1444

SHIBUYA109 イベント広場

※109が競合関係にあると認めた
場合及び当イベント主催者及び
企画内容が109のイメージに合わ
ないと判断した場合、その他責任
者が、不適当と判断した場合は上
記の内容でも実施不可。

〒150-0043

東京都渋谷区道玄坂2-29-1

Aスペース/13.25㎡
Bスペース/11.50㎡

全日（6:00～22:00）
平日:52万5000円
休日:63万円
電気使用料:3万1500円（1日）
※前日設営（21:00～9:45）
5万2500円

シブヤ109前に位置するイベントスペース。その立地
の良さから莫大なPR効果が期待でき、音響設備も利用
可能。オプションステージ･PA機材もリースする。
弊社が直接発注を受けず。各担当業者を紹介。
※詳しくはＨ.Ｐ
http://shibuya109square.com/

イベントを開催できる時間（10:00～20:00）

東急モールズ
デベロップメント
TEL.03-3477-5190

新宿ステーションスクエア

※アルコール類不可

〒162-0022

東京都新宿区新宿3-900-1

（JR新宿駅東口駅前）
http://www.eiko-kikaku.co.jp

ステージ上/30㎡
そのほか左右
バックスペースあり

平日:47万2500円
休日:60万9000円

全国一の乗降客数を誇る、新都心新宿の東口に位置す
る。都内唯一の駅前オープンスペースとして、ステージ
での各種プロモーションやグリッドを使用しての大型
広告の掲出、アルタビジョンでの中継やCM放映など
を連動することにより、多様な展開が可能。

映広企画
新宿ステーション
スクエア事業部
TEL.03-3583-4108

FAX.03-3585-2765

新宿ミロード
モザイクステージ

※実施内容については要確認

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-1-3

ステージ部分
約3.6m×10.8m

1日料金52万5000円 新宿駅西口と南口を結ぶ連絡通路中央。10代後半～30

代前半の女性に人気のカフェや雑貨店に隣接し、若い女
性をターゲットとした広告展開に効果的。屋外のため、
製品展示などのイベントも実施可能。（詳細は要相談）

小田急エージェンシー
グループ推進部
TEL.03-3346-0080

 FAX.03-3346-5955

スパイラルガーデン 〒107-0062

東京都港区南青山5-6-23

スパイラル1階
http://www.spiral.co.jp/

ギャラリー/100㎡
アトリウム/160㎡
エスプラナード/60㎡
ショウケース/18㎡　
カフェ/170㎡

全日（9:00～21:00）
ギャラリー、アトリウム、
エスプラナード:105万円
ギャラリー、アトリウム:
73万5000円など

ギャラリー、アトリウムなどカフェと隣接したギャラリー
スペースで、「生活とアートの融合」をコンセプトに形式に
とらわれないさまざまなアートのあり方を提案している。
表参道駅B1出口よりすぐで、アクセスも抜群である。

スパイラルガーデン
TEL.03-3499-3922

スペース オー 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前
4-12-10

イベントスペース:

448㎡
ホワイエ:100㎡
控室（1）:74㎡
控室（2）:19㎡

平日:100万円
土日祝日:120万円
（税別）

スペース オーは吹き抜け大階段から続く地下3階に位置す
るイベントスペース。ノーマルなフロアプランは展覧会、記
者発表からビジュアルプレゼンテーションなど幅広い分野
のイベントに対応可能。思い描くイメージを実現可能にす
るフレキシビリティーのある空間と充実した設備を用意。

表参道ヒルズ運営室
メディア&スペース
セールスグループ
TEL.03-3497-0293
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
東 スペース六本木 〒106-0032

東京都港区六本木6-1-24

ラピロス六本木1階
http://www.oribehall.com/

space/index.html/

88㎡ 全日（9:00～21:00） 
36万5000円
（会場費35万円、
電気使用料1万5000円）
（税別）

地下鉄「六本木」駅の真上という最高の立地条件。六本木
交差点の通行量は、1日平均20万人と高い注目度を誇り、
効果的なセールスプロモーションが展開できる都内屈指
のPRスポット。

セットアップ
TEL.03-3989-7634

FAX.03-5954-8028

ソニースクエア 〒104-0061

東京都中央区銀座5-3-1 

http://www.sonybuilding.jp

イベントスペース/

約26㎡
懸垂幕スペース/

約117㎡

お問い合わせください。 1週間約100万人の通行量を誇る、銀座数寄屋橋交差点
に面した屋外イベントスペースと大型懸垂幕。交差点
に立つ通行者ほとんどに訴求し、視認性･集客力の高い
プロモーションが期待できる。

ソニー企業 バリューチェーン 

クリエーション室
TEL.03-5159-2253

FAX03-5159-2212

羽田空港ビッグバード

※展示方法及び造作物等につい
て制限あり。（関係当局及びター
ミナル管理会社等の審査により、
ご希望に添えない場合あり。
※サンプリングについては、要相談

〒144-0041

東京都大田区羽田空港
3-3-2 第一旅客ターミナル
2Fマーケットプレイス

4m×6m

H1900程度
使用料金
①1日～7日間未満:20万円（1日）
②7日～14日間:18万円（1日）
※上記の金額に申請費（3万
円）、立会費（設営･撤去6万円）
※車両等、大型資材の搬入出
には別途1万5千円（税別）

車両展示や、新製品の展示およびプロモーションに役
立てられる。

ビッグウィング
TEL.03-5757-8283

FAX.03-5757-8286

二子玉川ライズ
ガレリア

〒158-0094

東京都世田谷区玉川2-21-1

http://www.rise.sc/

10m×35m 土休祝日:42万円
平日:21万円

東急田園都市線･大井町線「二子玉川駅」直結･二子玉
川ライズ内のイベントスペース。幅員20mの大きな吹
き抜け空間。高さ約35mの部分に、ガラスの屋根がか
かっており、自然光の入る開放的な空間。雨に左右され
ずにイベント実施が可能。

東京急行電鉄 二子玉川ライズ
運営部 タウンマネジメント担当
TEL.03-3709-1097

FAX.03-3709-1135

メトロスクエア
フラット&ガーデン

〒100-0004

東京都千代田区大手町
1-7-2東京サンケイビル
http://www.metrosquare.jp

フラット（1階）/

577㎡
ガーデン（B2階）/

204㎡

全日（9:00～18:00）
フラット:52万5000円
ガーデン:36万7500円

地下鉄5線が乗り入れる大手町駅と直結したイベント
スペースで、オフィスワーカーをターゲットにしたイ
ベントに適している。フラットは大型車輌の乗り入れ
も可能で、平日1日約3万人の通行量があるのでサンプ
リングにも効果的。

サンケイ
ビルマネジメント
商業施設事業部
TEL.03-3212-8475

FAX 03-3212-8152

UDX Gallery 〒101-0021

東京都千代田区外神田4-14-1

秋葉原UDX南ウィング6F

http://www.udx.jp/gallery/

Type L（全体使用時）/560㎡
Type E（分割使用時）/410㎡  

Type W（分割）/150㎡
Type S（分割）/290㎡
Type N（分割）/270㎡
ホワイエ/165㎡

全日（9:00～20:00）
Type L:80万円
Type E:60万円
Type W:25万円
Type S:45万円
Type N:40万円

JR秋葉原駅に直結。最大725㎡ 天井高4mのイベント
スペース。可動パーテーションを使用することで、展示
会･セミナーなど用途によって会場を2分割すること
も可能。又、多彩で魅力的な飲食店街と収容台数800台
の駐車場を併設。

UDX Gallery Office

TEL.03-3254-8421

FAX.03-3254-8422

六本木アカデミーヒルズ 49 〒106-6149

東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー49階
http://www.academyhills.

com/forum

タワーホール/
459.90㎡
オーディトリアム/
231.97㎡
スカイスタジオ/
167.06㎡　

全日（9:00～21:00）
タワーホール:157万5000円
オーディトリアム:126万円
スカイスタジオ:68万2500円

六本木ヒルズ森タワーの49階に位置したカンファレ
ンス施設。商品発表会などで利用可能な500人規模の
大ホールや、会議に適した中小規模のスペースなど、映
像･通信を完備した実用性の高い施設を多数ご用意。

アカデミーヒルズ
フォーラム事務局
（予約受付）
TEL.03-6406-6248

FAX.03-6406-9350

六本木ヒルズアリーナ 〒106-6108

東京都港区六本木6-10-1

1100㎡ 平日:210万円
土日祝:262万5000円

さまざまな文化施設が集う六本木ヒルズの中央に位置
する、開放感があり注目度の高いマルチエンターテイ
メントスペース。音楽ライブから映画のジャパンプレ
ミア、PRイベントと多種多様なイベントが展開可能。

六本木ヒルズアリーナ
TEL.03-6406-6611

FAX.03-6406-6426

横浜赤レンガ倉庫
1号館スペース（2階）

〒231-0001

神奈川県横浜市中区新港
1-1-1

3スペース/

各約186㎡
1スペース
平日:3万4000円（1週間
20万円･付帯料金別途）
休日:4万円（1週間20万円･
付帯料金別途）

ギャラリー、会議、イベントなどに利用できる。 横浜赤レンガ倉庫
1号館
TEL.045-211-1515

FAX.045-211-1519

ランドマークプラザ 〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなと
みらい2-2-1

http://www.yokohama-

landmark.jp

ガーデンスクエア
（ランドマークプラ
ザ1階）/180㎡
3Fイベントスペース
（3階）/32.4㎡
フェスティバルスク
エア（1階/175㎡）

全日
ガーデンスクエア:42万円
3Fイベントスペース:10万
5000円　フェスティバル
スクエア:36万7500円
※立ち会い人件費別途

地下鉄みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩3分、
JR線･横浜市営地下鉄線桜木町駅から徒歩5分。ガーデ
ンスクエアは、5層吹き抜けのランドマークプラザの
底部をなす。各種パフォーマンスやプロモーション活
動に利用可能。フェスティバルスクエアはみなとみら
い駅からの往来も多く、常に注目を集めるスペース。

三菱地所
ビルマネジメント
プロモーション事業部
TEL.045-670-7400

三井ショッピングパーク
LALAガーデンつくば

〒305-0034

茨城県つくば市
小野崎字千駄苅278-1

広場（プラザ）/

726㎡
300人～600人収容

※応相談 ステージ有り（屋根付き）、広場は屋外。ステージ照明、
PA機器貸出可能

TEL.029-860-2777

FAX029-860-2779

E V E N T  H A L L

北
陸

サンドーム福井 〒915-0096

福井県越前市瓜生5-1-1

http://www.sankan.jp

1階/5100㎡
2階/2900㎡

（1階）平日:78万7500円
休日:94万5000円
（2階）平日:31万5000円
休日:37万8000円
（全階）平日:94万5000円
休日:113万4000円

インパクトのある外観が圧倒的な存在感を醸し出す
ドーム施設。円形のイベントホール内部は催事の用途･
目的に合わせてさまざまに組み替えることができる。
見本市や展示会、コンサート、演劇、講演会など多目的
に対応。

福井県産業会館
TEL.0778-21-3106

FAX.0778-21-2122

E-mail:

fukui@sankan.jp

高岡テクノドーム
（富山県産業創造センター）

〒933-0816

富山県高岡市二塚322番5

http://www.technodome.

or.jp

大展示場/3050㎡ 全日（9:00～18:00）
平日:36万7500円
休日:42万2625円

開放感あふれるドーム型の大展示場は、床面積3050㎡
･天井高18m（最高部）、搬入口が3カ所あり、重量車の
乗り入れも可能。催事規模に応じ、半面利用も可。JR高
岡駅より車で5分、高岡、小杉、砺波各ICより20分以内。
約1000台の無料駐車場がある。

事業課
TEL.0766-26-5151

FAX.0766-26-5161

富山産業展示館 〒939-8224

富山県富山市友杉1682

http://www.technohall.

or.jp

大展示場/3363㎡ 全日（9:00～18:00）
（大展示場）
平日:36万7500円
休日:42万2625円

富山空港から車で3分、北陸自動車道富山ICから5分、
富山駅から15分と恵まれた立地条件。大展示場は約
1000坪、天井の高さは12m（一部18m）、床荷重5t/㎡、
搬入出口の高さ4.25m、幅5.32mで、大型重量展示物も
自由に搬入可能。

TEL.076-495-3111

FAX.076-495-3113

E V E N T  S P A C E
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先北
陸 北陸電力会館

本多の森ホール
〒920-0935

石川県金沢市石引4-17-1

http://www.

hondanomori-hall.com

1万113㎡　1707席 全日（9:00～22:00）
平日:34万200円
休日:38万3250円
（利用時間帯により変更あり）

アクセスはJR北陸本線金沢駅東口よりバスで15分、兼
六園のそばに位置する。

北陸電力会館
本多の森ホール
TEL.076-222-0011

FAX 076-222-1358

E V E N T  H A L L

東
海

ナゴヤドーム 〒461-0047

愛知県名古屋市東区
大幸南1-1-1

http://www.nagoya-

dome.co.jp

アリーナ/

1万3400㎡
（スポーツイベント･コンサート）
平日:1000万円 休日:1100万円
（展示即売会･見本市･集会･運動会）
平日:500万円 休日600万円
（アマスポーツ）有料催事:300万円 

無料催事:200万円

暗転が可能な自然採光屋根や大型映像装置を使い、プロ
スポーツ、コンサートから、展示会･集会･運動会･アマ
スポーツまで、さまざまなイベントに対応できる。飲食
施設も充実した、4万500人収容のドーム。地下鉄･ゆと
りーとライン「ナゴヤドーム前矢田」駅より徒歩約5分。

TEL.052-719-2121

FAX.052-719-2129

ポートメッセなごや
（名古屋市国際展示場）

〒455-0848

愛知県名古屋市港区
金城ふ頭2-2

http://www.nipc.city.

nagoya.jp/pmn/

第1展示館/1万3870㎡ 

第2展示館/6576㎡
第3展示館/1万3500㎡ 

イベントホール/725㎡ 

会議ホール/537㎡

第1展示館:110万円
第2展示館:88万円
第3展示館:200万円
イベントホール:29万7000円 

会議ホール:13万円

展示会に適した会場として三つの会場を所有、すべて
を使用すると総展示面積は約3万4000㎡。分割使用可
能な会場もあり、使用パターンは変幻自在。集会施設と
しても30人～750人収容の会議室などを有し、多彩か
つ複合的なコンベンションニーズに対応する。

名古屋産業振興公社
名古屋市国際展示場営業課 

TEL052-398-1771

FAX052-398-1785

ミッドランドホール　 〒455-6205

愛知県名古屋市中村区
名駅4-7-1

ミッドランドスクエア内
http://www.midland-hall.com

ホール:約370㎡
会議室A:約128㎡
B.C:約115㎡

ホール:（9:00～22:00）
50万4000円（展示会利用
は63万円）、（5時間まで）
25万2000円、会議室:（9:00

～22:00）15万7500円、
（4時間まで）6万3000円

講演会や展示会などにも対応可能な音響･映像･照明設
備。控え室、クロークなどのバックヤードも充実してい
る。名古屋駅から地下直結でアクセス可能。

ミッドランドホール
事務局
（東和不動産）
TEL.052-527-8500

FAX.052-527-8501

アクトシティ浜松　 〒430-7790

静岡県浜松市中区板屋町
111-1

http://www.actcity.jp

展示イベントホール/

3500㎡（3分割可）
大ホール/2336席
中ホール/1030席

展示イベントホール:53万50円 

大ホール:25万4850円～
中ホール:18万3450円～
（利用料金は入場料の額に
よって異なる）

展示場･会議場･ホテルが新幹線浜松駅に直結。無柱の展
示イベントホールは最大5000席確保可能。床のピット
から電気、給排水、電話を引き出せる。レセプションなど
ではホテルのケータリングサービスとも連動。大ホール
は四面舞台、中ホールはパイプオルガンを備える。

アクトシティ浜松
予約サービスグループ
TEL.053-451-1111

FAX.053-451-1123

グランシップ
（静岡県コンベンション
アーツセンター）

〒422-8005

静岡県静岡市駿河区
池田79-4

http://www.granship.or.jp

大ホールアリーナ/1720㎡
中ホール主舞台/404㎡
会議ホール/405㎡
展示ギャラリー1/425㎡
展示ギャラリー2.3/

各113㎡
交流ホール/432㎡

全日（9:00～22:00）
（大ホール･海）平日:24万5000円～
休日:29万3000円～（中ホール･大地）
平日:11万円　休日:13万2000円
（会議ホール･風）
平日:13万5100円など
（2012年4月1日より）

最大4600人収容可能な大ホールは、コンサートや展示
会、スポーツイベントまで対応。中ホールは演劇やバレ
エなど舞台芸術、講演会や学芸会にも最適。最大1209

席。そのほかの会場の連動使用で、複合的なイベントも
可能。JR東海道線東静岡駅に隣接。

利用サービス課
TEL.054-203-5713

FAX.054-203-6710

E-mail.yoyaku@

granship.or.jp

ツインメッセ静岡 〒422-8006

静岡県静岡市駿河区
曲金3-1-10

http://www.twinmesse.jp

北館大展示場/

5000㎡
南館大展示場/

5400㎡など

全日（9:00～17:00）
北館大展示場:72万4500円
南館大展示場:72万4500円

大小六つの会場を有する延べ1万2200㎡の展示面積で、地方都市
最大級の展示場。見本市、展示会はもとよりコンサート、集会など
多様なイベントに対応可能な機能と設備を備え、幅広いニーズに
対応する。また交通アクセスにも恵まれ、利便性も高い。

管理課業務部
TEL.054-285-3111

FAX.054-283-4004 

岐阜メモリアルセンター 〒502-0817

岐阜県岐阜市長良福光大野
2675-28

http://www.gifuspo.or.jp/

GMC/100/101-1.html

で愛ドーム /2200㎡ 

ふれ愛ドーム/1687㎡
全日 （アマスポーツ）
平日:16万1800円　休日:

19万7400円　（展示会、集会）
平日:60万600円
休日:76万2400円

JR岐阜駅から車で15分と交通の便もよく、さまざま
なイベントが可能な大小二つのドームのほか、プロス
ポーツの試合も開催される「長良川競技場」「長良川球
場」を持つイベント･スポーツの総合施設。

岐阜県イベント･
スポーツ振興事業団
施設課
TEL.058-233-8822

FAX.058-231-3484

セラミックパークMINO
（オリベスクエア）

〒507-0801

岐阜県多治見市東町4-2-5

http://www.cpm-gifu.jp

展示ホール/2237㎡
国際会議場/409㎡
イベントホール/

168㎡

全日 （展示ホール）平日:

16万4400円 （国際会議場）
平日:6万1800円 （イベン
トホール）平日:3万1800円
*休日は割増

多種多様な展示イベントに対応できる多目的ホール
で、会議室、茶室、屋上広場も完備している。4tトラック
による直接搬出入が可能。320台収容の無料駐車場も
併設しており車でのアクセスにも便利。岐阜県現代陶
芸美術館も併設。

TEL.0572-28-3200

 FAX.0572-28-3201

E V E N T  S P A C E

オアシス21銀河の広場 〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜1-11-1

http://www.sakaepark.co.jp

約850㎡ 全日（9:00～21:30）平日:9万
2800円　休日:11万6000円
※内容により異なる

吹き抜けのイベントスペース。 栄公園振興　総務課
TEL.052-951-7101

FAX.052-951-7103

名古屋国際会議場 〒456-0036

愛知県名古屋市熱田区
熱田西町1番1号
http://www.nagoya-

congress-center.jp/

センチュリーホール/

3012席
白鳥ホール/1250㎡ 

イベントホール/

1920㎡

全日　センチュリーホール／
平日営利:96万円
休日営利:120万円
白鳥ホール／営利:50万円
イベントホール／営利:60万円

都心金山の南に位置し、交通至便。3012人を収容するセ
ンチュリーホールでは、年間多数のコンサートを開催。
幅48m、奥行き40m、天井高22mのイベントホールは、
照明･音響･映像の活用でさまざまな演出が可能。白鳥
ホールには光ファイバーによる6色可変の照明を設置。

企画営業グループ
TEL.052-683-7711

FAX.052-683-7777

E V E N T  H A L L

関
西

インテックス大阪　 〒559-0034

大阪府大阪市住之江区
南港北1-5-102

http://www.intex-osaka.com

9ホール/

4728㎡～1万535㎡
全日（9:00～17:00）
130万円～290万円

総展示面積7万㎡の国際展示場。6館9ゾーンの展示場
はさまざまなイベントに対応することが可能。関西国
際空港から45分、新大阪駅から45分。周辺には宿泊施
設や観光施設がありUSJからも近い。

インテックス大阪
営業課
TEL.06-6612-8806

FAX.06-6612-8686

ATCホール 〒559-0034

大阪府大阪市住之江区
南港北2-1-10

http://www.atc-co.com/

atchall/ 

Aホール/2900㎡
Bホール/1130㎡
Cホール/1000㎡
Dホール/270㎡
Eホール/250㎡ほか
※Aホールの2分割利用可

全日
Aホール:142万8000円
Bホール:50万4000円
Cホール:74万9700円
Dホール:15万2250円
Eホール:8万4000円

大阪で随一の集客力を持つベイエリアの複合商業施
設。レストランは約30店舗･2500席、駐車場2200台、会
議室10室（計1000席）を保有し、ホールでのイベント
をサポートする。集客型イベント、販売会や美術展、会
議室との連動で学会や国際会議などにも対応。

アジア太平洋
トレードセンター
営業企画グループ
ホールチーム
TEL.06-6615-5006

FAX.06-6615-5021

大阪会館 〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町
4-1-52

http://www.o-kaikan.com

Aホール/374㎡
D会場/132㎡
E会場/121㎡
A+B+Cホール/685㎡

1時間当たり
A+B+Cホール:7万3500円
Aホール:4万2000円
D会場:1万3650円
E会場:1万2600円

大阪の中心地･地下鉄御堂筋線本町駅徒歩1分に位置す
る多目的ホール。主要ホールのほか、会議室･G会場･F
会場など小部屋も多い。ロビーは490㎡と広く180台の
屋内駐車場が併設されている。展示会利用は別途料金。

大阪会館営業部
TEL.06-6261-9351

FAX.06-6261-5109

E V E N T  H A L L
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
西 大阪国際会議場 〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島
5-3-51

http://www.gco.co.jp/

特別会議場/393㎡
イベントホール/2600㎡
メインホール/2754席
※そのほか会議室25室

全日（9:00～21:00）
特別会議場:35万7000円
メインホール:130万2000円
イベントホール:107万1000円
興業展示利用料金は別途
ございます。

大阪の中心･中之島に立地し、世界都市大阪のシンボ
ルとなる総合交流施設として、ハイグレードな特別会
議場、多目的に活用できる2600㎡の無柱空間･イベン
トホール、2754席のメインホール、大小25の会議室な
ど、さまざまな機能や最新の設備を備えている。

営業部
TEL.06-4803-5555

FAX.06-4803-5620

大阪城ホール 〒540-0002

大阪府大阪市中央区大阪城3-1

http://www.osaka-johall.com

アリーナ/3500㎡
サブホール/544㎡ 

城見ホール/827㎡ 

コンベンションホール/

159㎡

全日 （アリーナ）平日:315万円
 （サブホール）平日:5万2500円 

（城見ホール）平日:15万7500円
（コンベンションホール）平日:

12万6000円*休日は割増

日本を代表する大規模多目的ホールの一つ。最大1万
6000人収容。コンサートや展示会、スポーツ、式典など
に使用可。大阪市内中心部に位置し、交通の便は良好。
搬入出は基本的に24時間可能。セミナー･研修に最適な
ホールもあり、開催をサポートする。

事業部 

TEL.06-6941-0345

FAX.06-6943-5363

大阪マーチャンダイズ･
マート（OMM）

〒540-6591

大阪府大阪市中央区
大手前1-7-31

http://www.omm.co.jp

A･B･Cホール/

2866㎡
全12室/4649㎡

全日 A･B･Cホール:144万6900円
全12室:277万6200円
※会議室は100～300名収容可能
300名以上収容の場合は要相談

館内に卸売店舗、小売店舗、各種ショールーム、飲食店、展示
ホール、会議室、郵便局、銀行などがあり、ビル全体がビジネス
情報交換基地となっている。地下鉄と京阪電車が地下2階で直
結し、交通の便が非常に良い。客の動員力がある都心型会場。
※音楽ライブは不可※大人数セミナー等は備品別注必要

営業部展示ホール
会議室担当
TEL.06-6943-2020

FAX.06-6943-2021

オーバルホール 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3-4-5

http://www.mainichi.

co.jp/oval/

ホール/426.1㎡
※うち客席338.7㎡

全日（9:00～21:00）
平日:33万円（税抜）
休日:37万円（税抜）

オーバルの名のとおり、タマゴ型の多目的ホール。JR

大阪駅から徒歩約8分。交通アクセス抜群。多彩なイベ
ントをハイセンスにサポート。インターネット施設も
ある。

毎日ビルディング
TEL.06-6346-8351

FAX.06-6343-0099

京セラドーム大阪 〒550-0023

大阪府大阪市西区千代崎3-中2-1

http://www.kyoceradome-osaka.jp

アリーナ/

1万3200㎡
全日（7:00～24:00）
コンサート･プロスポーツ･式典
･集会･販売催事:1470万円
展示会･見本市:1260万円
アマスポーツ:840万円

1997年オープンの多目的ドーム。ショッピングや食事
が楽しめるモール街には、野球を観戦できるレストラ
ンなどの施設もある。梅田や難波から地下鉄で15分足
らずの便利なロケーションも魅力。

京セラドーム大阪
（代）
TEL.06-6586-0106 

FAX.06-6584-7900

ステラホール 〒531-6023

大阪府大阪市北区大淀中1-1-30

梅田スカイビルタワー
ウエスト3階

ホール内/684㎡
ホワイエ/200㎡

全日（9:00～17:00）
73万5000円

JR大阪駅より徒歩9分の梅田のシンボル、新梅田シティ。ステ
ラホールはこの街にそびえる梅田スカイビルの中にある多
目的ホール。各種展示会、イベント、会議、パーティーなど多
彩な催し物を最新の施設でダイナミックに演出。天井高7m。

積水ハウス
梅田オペレーション
運営事業部
TEL.06-6440-3901

堂島リバーフォーラム 〒553-0003

大阪府大阪市福島区
福島1-1-17

http://www.dojimariver.com

1Fホール/830㎡
4Fギャラリー
スペース/205㎡

ホール:105万円　ギャラ
リースペース:14万7000円
8時-22時のうち
8時間までの利用料金

堂島川の沿岸に「文化･情報の発信拠点」として誕生。幅
23.5m、奥行35m、天井高10.5mからなるフラットな多目的
空間。多様な音響･照明設備を備え、コンサート、ファッショ
ンショー、セミナー、展示会など幅広い用途に対応できる。

堂島リバーフォーラム
TEL.06-6341-0115

FAX.06-6341-0117

ハービスHALL　 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田2-5-25

ハービスOSAKA B2階
http://www.herbis-hall.com/

大ホール/914㎡
小ホール/262㎡

全日　（8時間）
大ホール＋小ホール:

141万7500円
大ホール:115万5000円
小ホール:36万7500円

さまざまなニーズに応える機能、設備を備えた大小二
つのホールで構成。4tトラックが横付けでき、搬出入に
大変優れている。また、JR･阪神･阪急･地下鉄各線から
最短で徒歩6分、しかも地下道で全く雨に濡れずに来
場可能な、大阪でも有数のロケーション。

ハービスHALL

TEL.06-6343-7800

FAX.06-6343-7750

マイドームおおさか　 〒540-0029

大阪府大阪市中央区本町橋2-5

http://www.mydome.jp/

mydomeosaka

全館6ホール/4843㎡ 全日　全館A～Fホール:

247万8000円
大阪の都心、阪神高速本町出口から1分、地下鉄堺筋本町
駅･谷町四丁目駅より徒歩7分。展示場（1～3階）は全フロ
アがカーペット敷きで、1～2階は天井から電源を確保す
るシステムグリッドを常設。3階は無柱で天井高15m、各
種試験からファッションショーまで多目的に利用可。

マイドームおおさか
展示場･会議室係
TEL.06-6947-4321

FAX.06-6947-4308

運営:大阪産業振興機構

京都府総合見本市会館
（京都パルスプラザ）

〒612-8450

京都府京都市伏見区
竹田鳥羽殿町5

http://www.pulseplaza.jp

大展示場/5400㎡
第1展示場/700㎡
第2展示場/1591㎡

全日（8:00～18:00）
大展示場:68万2500円
第1展示場:12万750円
第2展示場:26万7750円

5400㎡の無柱空間の大展示場をはじめ、700㎡の第1

展示場及び1591㎡の第2展示場、588席の稲盛ホール、
270㎡のラウンジのほか、会議室7室の複合施設。地下
鉄烏丸線または近鉄京都線竹田駅下車、北西4番出口
より市バスで5分。

企画事業部
TEL.075-611-0011

FAX.075-611-6299

国立京都国際会館 〒606-0001

京都府京都市左京区宝ヶ池
http://www.icckyoto.or.jp

イベントホール
/3000㎡
アネックスホール
/1500㎡

全日（イベントホール）平日
（9:00～18:00）:73万5000円
（アネックスホール）
平日（9:00～17:00）:63万円

比叡山のふもと宝ヶ池畔に位置し自然美に包まれた環
境でありながら、京都駅より地下鉄で20分、駐車場は
450台分とアクセスも便利です。

営業部
TEL.075-705-1234

FAX.075-705-1100

イベント運営の必須機能をワンストップ提供

セミナーやイベントの事前登録受付から、受講票
出力、当日来場受付をはじめとするデータ管理な
どを、自動化・効率化し、戦略的にコミュニケー
ションできるようにするクラウドアプリケーション。
申し込みフォームや告知サイトの作成、申し込み・
来場管理、メール配信など、運営業務を一元的
に実施管理できる。このほかにも、事前登録者

イベントなどの開催業務の負荷を軽減することで、実施回
数が増加し集客数が1.5倍に向上した実績もあるという。

へのリマインドメール自動配信、優待や値引きな
どに利用できるキャンペーンコードの発行など、
集客に役立つ機能もある。
これまで国内最大規模の展示会、企業セミナー
などでの採用実績があり、開催コスト20%削減、
準備期間の短縮、来場者へのきめ細やかな対
応による来場者満足度の向上につながった。

▲ 「シャノンマーケティングプラットフォーム」（シャノン）
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名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先関
西 神戸国際展示場　 〒650-0046

兵庫県神戸市中央区港島
中町6-11-1

http://kobe-cc.jp/

1号館1階/3000㎡、
2階/3000㎡
2号館1階/3800㎡
3号館/3800㎡

全日（9:00～17:00）
1号館1階:57万8000円
1号館2階:60万9000円
2号館1階:97万2000円
3号館:65万7000円

国際会議場、ワールド記念ホールとともに、神戸コンベン
ションセンターの一翼を担う。展示会、学会、式典、パー
ティー、講演会など幅広く利用可能。また交通の便も良
く、新幹線新神戸駅や神戸空港からのアクセスも便利。

神戸国際観光コンベン
ション協会 コンベン
ション施設部運営課
TEL.078-302-1020
FAX.078-302-1870

神戸ファッションマート 〒658-0032

兵庫県神戸市東灘区
向洋町中6-9

http://www.kfm.or.jp/

アトリウムプラザ/2100㎡
KFMホール･イオ/707㎡
エキシビションスペース1/

987㎡　エキシビション
スペース2/980㎡ほか

全日（9:00～18:00）
アトリウムプラザ:84万円
KFMホール･イオ:36万
7500円　エキシビション
スペース1･2:43万8900円ほか

ファッションショーから展示会、セミナー、会議、試験
会場など、幅広い用途に合わせてご利用可能なイベン
トスペース。

イベント企画
グループ
TEL.078-857-8001

FAX.078-857-8010
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大阪ステーションシティ
「カリヨン広場」
「南ゲート広場」
「旧砂時計ひろば」

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3-1-1

http://osakastationcity.com/

カリヨン広場 /約25㎡
南ゲート広場 /約95㎡
旧砂時計広場 /約90㎡

（カリヨン広場）平日15万
7500円、土休日18万9000円
（南ゲート広場）平日31万
5000円、土休日37万8000円
（旧砂時計ひろば）平日36万
7500円、土休日44万1000円

カリヨン広場は、大阪ステーションシティと阪急方面
との結節点となる華やかでおしゃれな空間。南ゲート
広場は、大阪駅の新しい南の玄関口となるゲート広場。
旧砂時計広場は、人通りが多く、唯一大阪駅中央コン
コースから見通すことができる空間。

ジェイアール西日本
コミュニケーションズ
営業本部
TEL.06-6344-5804
FAX.06-6344-7148

クリスタ長堀地下街
「滝の広場」「水時計広場」
「サテスタ広場」

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場
4丁目長堀地下街8号
http://www.crystanagahori.co.jp/

滝の広場/100㎡
水時計広場/150㎡
サテスタ広場/23㎡

（滝の広場）平日:14万7000円
休日:21万円
（水時計広場）5万2500円
（サテスタ広場）平日:5万2500円
休日:7万3500円

クリスタ長堀は海外の有名ブランドが立ち並ぶ長堀通
りの地下に位置し、特に滝の広場は心斎橋駅の改札を
出てすぐの人通りの多いところにあり、おしゃれで感
度の高い大人の女性に向けたイベントには最適。

大丸コム開発
クリスタ事業部
TEL06-6282-2100

FAX06-6282-2101

ビッグマン前広場

※試食不可　

〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田
1-1-2

約49㎡ 全日73万5000円
（3日目以降は
1日52万5000円）

関西の中心地大阪、阪急梅田駅の中心に位置しており、周辺に
はビジネス、ショッピング、アミューズメントの施設が集結し
ている。スペース前の大型ビジョン「BIGMAN」前は待ち合わ
せスポットであり、特に人の集まるポイントのスペース。

阪急アドエージェンシー
交通媒体部
TEL.06-6373-6803
FAX.06-6373-3803
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中
国

四
国

広島県立広島産業会館 〒732-0816

広島県広島市南区比治山
本町12-18

本館/377㎡
東館/2558㎡
西館/2565㎡

全日（9:00~17:00）
本館:5万5790円
東館:37万8580円
西館:43万3470円
※全館利用料金

中四国の中枢･広島市の中心部に位置し、JR広島駅、繁
華街（八丁堀、紙屋町）方面に交通機関が直結、国道2号
線に面しているなど立地条件に恵まれ、集客力がある。
東館･西館は無柱空間で、設営が自由。両館とも大型車
両の乗り入れ可能で、搬入搬出に便利。

広島産業会館
TEL.082-253-8111

FAX.082-253-8114

島根県立産業交流会館 〒690-0826

島根県松江市学園南1-2-1

http://www.kunibikimesse.jp

大展示場/4018㎡
多目的ホール/686㎡
国際会議場/616㎡　
小ホール/300㎡

全日（9:00～17:00）
（大展示場）平日:44万560円
休日:52万8660円
（多目的ホール）平日:7万
7330円　休日:9万2780円

大規模会議、各種展示会のほか講演会･イベント･式典
から小規模の打ち合わせまで、あらゆる催しに対応す
る会場･設備を備えている。

くにびきメッセ
事業課
TEL.0852-24-1111　
FAX.0852-22-9219

愛媛国際貿易センター
（アイテムえひめ）　

〒791-8057

愛媛県松山市大可賀2-1-28

http://www.itemehime.com/

大展示場/4500㎡
小展示場/1500㎡
FAZプラザ/3500㎡

全日（9:00～21:00）
（大展示場）平日:73万6310円
（小展示場）平日:30万9680円
（FAZプラザ）平日:10万7030円
*休日は割増

松山空港から車で約5分、JR松山駅から車で約15分、松
山観光港から車で約10分、松山市駅から定期路線バス
が30分ごとに運行。常設駐車場1時間150円2時間超以
降100円/時間。約750台駐車可能。

TEL.089-953-0130

FAX.089-951-2955
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九
州

アクロス福岡 〒810-0001
福岡県福岡市中央区
天神1-1-1
http://www.acros.or.jp

①福岡シンフォニーホール
/1871席　②イベントホール
/700㎡（900名、ロールバッ
ク式420席･可動席480席）　
③国際会議場/440㎡（スクー
ル形式198席･傍聴席100席）

①平日:入場料3001円以上の
コンサート終日利用、65万
2050円程度　②平日:展示会
終日利用、75万8100円程度
③平日:入場料を徴しない講演
会、33万7050円程度

福岡の中心 天神に位置するアクロス福岡は、福岡市営
地下鉄と地下街を通じてつながり、その利便性が強み。
福岡シンフォニーホールをはじめ、フレキシブルなイ
ベントホール、国際会議場など、多様なお客さまのニー
ズに対応。

アクロス福岡
施設サービスグループ
TEL.092-725-9113

FAX.092-725-4621

イムズホール 〒810-0001
福岡県福岡市中央区
天神1-7-11-9階
http://www.ims.co.jp

407㎡　 1時間当たり4万2000円
※利用は4時間以上から
（9:00~22:00）

福岡の中心地天神の真ん中に位置し、アクセスに便利。
用途に応じ、組み立て、設備など自由に変化させ、多目
的スペースとして利用できる。

イムズホール
TEL.092-733-2002

FAX.092-716-0075

エルガーラホール　 〒810-0001
福岡県福岡市中央区
天神1-4-2
http://www.elgalahall.co.jp/

大ホール/540㎡
ステージ/110㎡
多目的ホール/300㎡

全日（9:00～22:00）大ホール:
57万7500円　多目的ホール:
21万5250円*展示会の場合も
同料金　その他会議室3部屋:
4時間　1万7850円～

電動可動席を用いシアターモードや平床で使用できる天
井7mの大ホール、分割可能な多目的ホール、個性的な二
つのギャラリーなどを有する。福岡空港から車で15分。
市営地下鉄天神駅から徒歩3分、西鉄天神大牟田線福岡
天神駅から徒歩2分。市営地下鉄七隈線天神南駅と直結。

西日本エルガーラビル（ホール営業）
TEL.092-711-5017
（不動産営業）
TEL.092-762-7863
FAX.092-716-5045

都久志会館 〒810-8583
福岡県福岡市中央区
天神4-8-10
http://tsukushi-kaikan.jp

ホール（固定席）
637席
会議室12人～170人

全日（9:00～21:00）
ホール　平日:15万1200円～　
休日:18万9000円～　会議室　
平日:6300円～　休日:7560円～

九州の拠点福岡市。その中枢である天神に位置する都
久志会館は、会議の場として絶好の位置。定員637人の
ホール、12人～170人定員の会議室を擁し、大会議から
小会議まで対応できる。

TEL.092-741-3335

FAX.092-781-2348

西鉄ホール 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-11-3
ソラリアステージビル6階
http://www.nishitetsu.
co.jp/nnr/solaria/hall

500㎡ 全日（展示･販売会）63万円
（その他）休日:36万7500円
平日:31万5000円
（時間帯貸しあり）

福岡･天神の中心地。西鉄天神福岡駅の駅ビル直結の
ホール。500㎡の多機能ホールとして、平土間でも劇場
スタイル（464席）としても、フレキシブルに利用可能。
相談できるホールスタッフが常駐。

西鉄ホール
TEL.092-734-1370

FAX.092-771-3582

マリンメッセ福岡 〒812-0031

福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

http://www.marinemesse.or.jp

多目的展示室/8000㎡
サブアリーナ/851㎡
大会議室/410㎡

全日（展示会･その他催事）
平日:262万5000円
休日:288万7500円
※準備日･撤去日は上記の7割

展示会、コンサート、スポーツ、コンベンションなどの
目的に応じてあらゆる催事に対応することが可能。ま
た、20t車がそのまま乗り入れられ、搬出入をスムーズ
に行うことができる。

福岡コンベンション
センター　営業課
TEL.092-262-3898

FAX.092-262-4701

福岡国際会議場 〒812-0032
福岡県福岡市博多区石城町2-1
http://www.marinemesse.
or.jp/congress/

多目的ホール（全面）/
1320㎡
メインホール/1300㎡
国際会議室/420㎡

全日（平日）  多目的ホール:36万
2400円～　メインホール:13万
6000円～　国際会議室 :20万
300円～（利用目的により異な
る）休日料金あり

固定席1000席のメインホール、会議の形態に応じてスライ
ディングウォールにより広さが変更できる多目的ホール。
大小会議室などが配置され、同時通訳ブースや映像設備な
ど、情報化の進展に対応する優れた機能を備えている。

福岡コンベンション
センター　営業課
TEL.092-262-3898

FAX.092-262-4701
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オリジナルARコンテンツで高アピール力

デザインの「伝わりやすさ」を追求するWarpStyle
が、要望に応じてARアプリを企画・開発するサー
ビス「AR＆Life」。iPhone、Androidにおいて、
マーカーAR＊1、マーカーレスAR＊2のどちらも制
作している。ただ単に、ARで表示させるだけで
なく、オリジナルで制作するからこそ、ストーリー
性のあるコンテンツなども制作可能だ。

ADCC（アジア・デジタル・コミュニケーション・
センター）のクリエイターズイベント「ガチャコン関
西」で、ARアプリを開発。会場で配布されたう
ちわを会場内にあるカメラにかざすと、その横にあ
るモニターにキャラクターが表示されるもので、多
くの来場者の興味を喚起しイベントの活性につな
がったという。

▲ スマートフォンAR（拡張現実）アプリケーション開発サービス「AR＆Life」（WarpStyle）

＊1…ARマーカーを検知して、印刷物にARを出すもの　＊2…グラフィックの特徴を検知して、冊子や箱にARを出すもの

名称 /用途 所在地 /URL 面積 基本料金（税込） 特徴 問い合わせ先九
州 福岡国際センター 〒812-0021

福岡県福岡市博多区築港本町2-2

http://www.marinemesse.

or.jp/kokusai/

1F展示ホール/3425㎡
2F展示スペース/

1627㎡
研修室/207㎡

全日
平日:13万8600円～
休日:15万2460円～
（利用目的のより異なる）

間仕切り柱のないフラットな空間は、さまざまなプラ
ンやニーズに柔軟に対応することができる。大規模な
展示会やコンサート、集会やスポーツイベントなど、幅
広い用途に利用できる。

福岡コンベンション
センター　営業課
TEL.092-262-3898

FAX.092-262-4701

福岡タワー 〒814-0001

福岡県福岡市早良区
百道浜2-3-26

http://www.fukuokatower.co.jp

1階多目的ホール/

470㎡
2階タワーホール/

300㎡

全日（9:00～21:00）
（多目的ホール）平日:26万
2500円　土日祝:32万8650
円（タワーホール）平日:16
万8000円　土日祝:21万円

1階という好立地を生かした展示会向きの多目的ホー
ルや、会議･講演会など落ち着いた雰囲気で利用できる
2Fタワーホールなど、各種用途に応じて幅広く活用で
きるスペースがそろっている。

福岡タワー
TEL.092-823-0234

FAX.092-822-4656

西日本総合展示場 〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区
浅野3-8-1

http://www.convention-a.jp

新館全館/8000㎡
新館AIM3F展示場
/1374㎡　本館大展
示場/5520㎡（以上
分割可）　本館中展
示場/1410㎡

全日（8:00～18:00）新館全
館:180万円　新館AIM3F展
示場 :平日22万4000円、土
日休28万円　本館大展示
場:79万8000円　本館中展
示場:24万1500円（本館:産
業貿易関係の目的の場合）

新幹線が停車するJR小倉駅とペデストリアンデッキ、
動く歩道で直結され、雨に濡れずに徒歩5分でアクセ
ス。隣接して北九州国際会議場やシティホテルも整備
され、あらゆる見本市、展示会、イベントのニーズに対
応する。

サービス課
TEL.093-541-5931

FAX.093-541-5928

グランメッセ熊本
（熊本産業展示場）

〒861-2235

熊本県上益城郡益城町
福富1010

http://www.grandmesse.jp/

展示ホール/8000㎡　
※4分割（2000㎡×
4ゾーン）が可能　
コンベンションホール/

544㎡、大会議室/144名、
中会議室/84名

全日（9:00～17:00）
展示ホール全面:120万円
※休日は10%増
コンベンションホール
全面:10万円

8000㎡の展示ホールは地方都市最大級。最新のAV機
器を完備し、小展示会にも適したコンベンションホー
ルや会議室も備えた本格的総合展示施設。九州自動車
道益城熊本空港I.C.に隣接、九州各都市からのアクセス
は良好。福岡空港からも車で1時間余。

TEL.096-286-8000

E-mail:info@

grandmesse.co.jp

E V E N T  S P A C E

天神MMビル
「イムズスクエア」
「イムズプラザ」

〒810-0001

福岡県福岡市中央区
天神1-7-11-1

http://www.ims.co.jp

イムズスクエアA/87㎡
イムズスクエアB/71㎡
イムズプラザ/280㎡

イムズスクエア
A、B:各10万5000円
ABセット:15万7500円
イムズプラザ
（全体パターン）平日:21万円
土日祝:26万2500円
（部分パターン）　平日:10万
5000円　土日祝:15万7500円

イムズスクエアは、市内最高の通行量を誇る通りに面し
た場所に位置しキャンペーンなどに最適なイベントス
ペース。また、イムズプラザは、10層分の吹き抜けを観客
席としてイムズ全館を巻き込んだイベント展開が可能。

イムズマーケット
プロモーション部
TEL.092-733-2016

FAX.092-716-0075

JAM広場 〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区
浅野1-1-1小倉駅構内3階 

http://www.jam-space.com

280㎡ （～139㎡）平日:21万円
休日:26万2500円
（140㎡～）平日:31万5000円 

休日:36万7500円 ほか

小倉駅構内に位置し、エンターテインメント、コンサー
トから文化事業までさまざまな目的に対応し、表現の
場としてより高度なイベントを実現できる。

TEL.093-533-7225

ゼファ 〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神
2-2-43ソラリアプラザ1F

http://lovefm.co.jp

249㎡
（15.0m×16.3m）

平日:25万円（税別）
土･日･祝日:30万円（税別）

西鉄福岡（天神）駅や憩いの空間「警固（ケゴ）」公園と隣
接した、福岡有数の待ち合わせスポット。新製品PR（展示
･ライブパフォーマンス）、ラジオとの連動イベントも実
施可能。会場5日間の利用とラジオスポット、ビジョンCM

をパッケージした「ゼファバリューパック」も有する。

ラブエフエム国際放送
TEL.092-734-5462

FAX.092-734-1982

天神きらめきスクエア 〒810-0001

福岡県福岡市中央区
天神2-6-1

天神きらめきビル1～B2階

きらめきスクエア
A（1階）/45㎡、
B（B2階）/21㎡

平日:10万5000円
土日祝:15万7500円

九州一歩行者の多い「天神きらめき通り」に面し
た複合プロモーションスペース。スクエアAには
「UstreamStudio天神きらめき通りFUKUOKA 

MEDIA STATION」、ビジョンやビルボードが設置。B
はミニライブやトークショーに最適。

天神きらめきスクエア
事務局（福岡メディア
ステーション内） 
TEL/FAX.092-406-8061

パサージュ広場 〒810-8717

福岡県福岡市中央区
天神1-4-1大丸福岡天神店

71㎡ 平日:10万5000円
土日祝:15万7500円

天神の中心、大丸福岡天神店の本館と東館の間にある
アーケードスペース。周りにはオープンカフェもあり、
憩いの場所となっている。

博多大丸
販売促進部　
TEL.092-712-8181（代）
FAX.092-721-6587

ライオン広場 〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-1-1

ソラリアターミナルビル1F

 http://lovefm.co.jp

61.4㎡
（6.9m×8.9m）

平日:10万円/日（税別）
土･日･祝日:15万円/日
（税別）

九州一の繁華街、天神の中心で、あらゆる方面への回遊
拠点。福岡三越正面玄関前にあり、天候に左右されな
い。FM放送、ソラリアビジョンと連動して、イベント開
催日に集中的にラジオスポット、ビジョンCMをオン
エアする「Tenjin One Day Jack（平日）」「Tenjin Two 
Days Jack（土日）」がある。

ラブエフエム国際放送
TEL.092-734-5462

FAX.092-734-1982

E V E N T  H A L L


