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基本的な利用の流れ

1.利用お問い合わせ
お電話にてお問い合わせください

2.利用許可申請書の提出
利用申込みを行ってください
受付場所:株式会社エムウェーブ 総合事務室 持参又は郵送にて申請してください。

4.基本利用料金の納入
利用許可と同時に予約金として基本利用料金の20%相当額の請求書を発行いたしま
す。
請求書発行から7日以内にお支払いください。

3.利用許可書の発行
審査の上、発行させていただきます。

5.事前打ち合わせ
利用日の1か月前までに弊社担当者と打ち合わせを行ってください。
各資料の提出:会場仕込図、スケジュールその他打合せに必要な資料を提出してく
ださい。

イベント開催 イベント開催・撤去・終了

終了したら、必ず元の状態に戻してください。

7.精算
追加料金、付帯設備使用料などの精算金額をお支払いください。

6.基本利用料残金および付帯設備使用料のお支払い
最終利用確認後、利用料残金および付帯設備使用料をお支払いください。

18か月前

1か月前

７日前

利用日

利用後
７日以内



利用の申込み

1.利用お問い合わせ 株式会社エムウェーブ 総合事務室
住所/〒381-0025 長野市北長池195番地

TEL 026-222-3300

ホームページアドレス→https://www.nagano-mwave.co.jp/

※申請者の方は「イベント主催者様へ」のページをご覧ください。
※各種書類もダウンロードできます。

■受付営業時間 9:00～17:00

■休館日 年末年始(12月29日～翌年1月3日)
※施設設備点検などのため臨時休館することがあります。

2.利用許可申請書の提出 ■お申込み手続き
所定の「長野市オリンピック記念アリーナ利用許可申請書」に必要事項

等をご記入の上、申請書の提出をお願いいたします。

■予約受付開始日
利用開始日の 18か月前・・・・・・ コンサート・プロスポーツなど興業の場合

見本市・展示会等の場合
全国的な競技大会等の場合

利用開始日の 6か月前・・・・・・ アマチュアスポーツ等の場合

■提出先 株式会社エムウェーブ総合事務室
※上記お問合わせ先同様

3.利用許可書の発行 ■利用許可書の発行
「利用許可書」の発行をもって、施設等の利用に係る契約が成立した

こととさせていただきます。
ただし、予約金を期日以内にお支払いいただけない場合には、契約

が成立しないものとさせていただきます。

■利用許可の取り消し
1. お申込み、または契約の際に、施設等の利用目的および内容等を

明確にお示しください。利用許可の条件に違反したとき、または管
理上特に支障があるとき、ならびに、利用目的が不適当と認められ
るときは、その利用中であっても利用の条件を変更し、または利用
を中止していただくことがありますのでご了承ください。

2. 契約から生ずる権利等を他の者に譲渡または転貸することはできま
せん。

FAX 026-222-3222



4.基本利用料金の納入 ■基本利用料金のお支払い
予約金（基本利用料金の20％）は、「利用許可書」の発行と同時に、請

求書を送付いたしますので、その発行日より７日以内にお支払いくださ
い。

また、基本利用料金の残額は利用日の7日前までに、また、そのほか
付帯設備(備品等を含む)の追加利用料金は、利用の日から7日以内に、
それぞれお支払いください。

■申込みの取り消し・変更等
契約後に利用者側の都合により、利用の取り消しまたは変更する場合

には、取り消し料金として下記に該当する金額を請求申し上げます。

・お申込みの取り消し
1. 利用開始日の61日前まで 基本利用料金の20％の額
2. 利用開始日の60日前から30日前まで 基本利用料金の50％の額
3. 利用開始日の29日前以降 基本利用料金の全額

・利用内容の変更
利用内容等を変更する場合には、速やかに「長野市オリンピック記念

アリーナ利用変更許可申請書」に変更事項を記入し、「利用許可書」と
合わせ提出をして承認を得てください。

なお、変更によって弊社に損害が生じた場合は、それに相当する額を
お支払いいただきます。

お支払いいただきました利用料金は、天災地変等の不可抗力の事由
による解約の場合以外はお返しいたしません。

5.事前打ち合わせ 利用開始日の約2か月までに「利用明細書」「付属設備申込書」の書
類提出をお願いいたします。1か月前までに基本的な打ち合わせができ
るよう準備願います。

■下見
事前に会場下見ができます。ただし会場が空いている日のみ。日程に

ついては必ず事前に連絡の上調整願います。
1時間以上長時間になる場合は利用扱いとなり料金を申し受けます。

■打ち合わせの内容
• スケジュール確認

・・・入館、開場、閉場、退館等作業を含めた時間の確認
• 会場図面確認

・・・設営レイアウト、電気・設備配線、敷地内導線等の確認
• 付帯設備、備品類の確認

・・・使用する付帯設備、借用備品等の確認
• 許可を要する行為について

・・・消防、保健所、警察等事前許可申請の必要な内容の確認
• その他・・・利用上の注意事項の確認

■必要な書類
企画書、会場全体レイアウト図、導線計画、設営工程表、関係業者一

覧、仕込図(電気・給排水・舞台・照明・音響・映像など)その他参考とな
る資料等

■官公署および関係諸団体への届出
必要な法令等に定められた関係官公署などへの許可申請及び届出

の手続きは利用者において行っていただきます。

利用の申込み



6.基本利用料残金および
付帯設備使用料のお支払い

■基本利用料残金および付帯設備使用料のお支払い
最終利用確認後、利用料残金および付帯設備使用料をお支払いく

ださい。

■利用料金支払いに関する規定
1. 利用許可日から７日を経過した日までに予約金として基本利用料

金の20%相当額をお支払いください。
2. 利用開始日の7日前までに上記金額（基本利用料金の20%相当

額）を控除した額をお支払いください。

7.精算 利用後７日以内に追加料金、付帯設備使用料などの精算金額をお
支払いください。

その他
■免責および損害補償
1. 利用期間中における展示物等の火災、盗難、破損等の事故については、弊社はその責任を一切負いません。なお、

イベント等の開催に係る損害保険の付保に関しましては、利用者側において行ってください。
2. 前項のため、施設等の利用の変更、または中止となり利用者側に損害が発生した場合であっても、弊社はその責任

を一切負いません。
3. 建物、付帯設備、備品等を毀損、汚損、紛失させたときは、それに相当する額の損害賠償を請求いたします。

■工事施工業者の指定
施設等に付帯する電気設備を利用になる際の電気工事、清掃、及び音響・映像装置の操作等については、建物及び

付帯設備の保全上ならびに防災管理上の観点から、工事施工業者は弊社の指定業者に限らせていただきます。ただし
既存の設備で補えないための電気工事など行う場合は、あらかじめ「電気工事届」を提出し承認を受けてください。

■注意事項
1. 利用の当日に防災管理指導をいたしますので、非常口の位置、消火器及びAEDの使用法等の安全確認を主催者

側で行ってください。
2. 会場における入場者の受付、人員の整理・誘導、警備等は主催者側の責任で行ってください。
3. 利用期間中におけるアリーナおよび駐車場ならびに敷地内での事故、盗難については、弊社はその責任を一切負

いません。

イベント開催 イベント開催・撤去・終了利用日

関係機関/連絡先

消防 火気使用の場合「禁止行為の解除承認申請」「露店等の開設届出書」
長野市消防局鶴賀消防署 予防課
TEL：026-227-8001

保健所 飲食販売する場合(露店・屋台など)
長野市保健所　食品生活衛生課
TEL：026-226-9970

税務署 酒類販売をする場合
長野税務署　酒類指導官
TEL：026-234-0111

著作権 音楽著作権に関する届
JASRAC　大宮支部
TEL：048-643-5461

警察 周辺道路、交通状況に関する届
長野中央警察署　交通課
TEL：026-244-0110

申請内容

利用の申込み
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				申請内容 シンセイ ナイヨウ				関係機関/連絡先

				消防 ショウボウ		火気使用の場合「禁止行為の解除承認申請」「露店等の開設届出書」		長野市消防局鶴賀消防署 予防課
TEL：026-227-8001 ナガノシ ショウボウ キョク ツルガ ショウボウショ ヨボウカ

				保健所 ホケンジョ		飲食販売する場合(露店・屋台など) ロテン ヤタイ		長野市保健所　食品生活衛生課
TEL：026-226-9970 ナガノシ ホケンジョ

				税務署 ゼイムショ		酒類販売をする場合 シュルイ ハンバイ バアイ		長野税務署　酒類指導官
TEL：026-234-0111

				著作権 チョサクケン		音楽著作権に関する届 オンガク チョサクケン カン トドケ		JASRAC　大宮支部
TEL：048-643-5461

				警察 ケイサツ		周辺道路、交通状況に関する届 シュウヘン ドウロ コウツウ ジョウキョウ カン トドケ		長野中央警察署　交通課
TEL：026-244-0110 ナガノ チュウオウ ケイサツショ コウツウカ







利用に関するガイドライン

■基本利用料金算出に関する規定

1. 「アリーナ基本利用料(延長時間料金)」一覧表にある「平日」とは、月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律
に規定する休日〈以下「休日」〉を除く）とします。

2. 「土・日・祝日」とは、土曜日、日曜日及び休日を指します。
3. 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」を連続して利用する場合は、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時ま

での時間を含めて利用することができるものとし、当該時間に係る利用料金は発生いたしません。ただし、「午前」と
「午後」を連続して利用する場合でも午後6時までご利用になる際は、午後5時から午後6時までの1時間は延長時間と
して扱います。

4. 準備又は撤去のため利用する場合の利用料金の額は、表「アリーナ基本利用料」に定める額の100分の50に相当す
る額といたします。料金減免の対象はアリーナ、会議室、大会議室、更衣室、地下駐車場とします。ただし、設営・本
番・撤去を１日で行う場合には１日分の基本利用料を申し受けます。

5. 利用許可を受けた利用時間を延長して利用する場合は、当該利用許可を受けた利用時間区分の延長時間当たり料
金（別表参照）を加算いたします。この場合において、延長時間に30分未満の端数があるときは、これを切り捨て、30
分以上の端数があるときは、これを１時間とします。

6. 付属設備使用料については催事等、本番日のみの使用料を申し受けます。
《可動スタンドについて》
・定位置における利用については費用はかかりません。
・スタンドを動かす場合には別紙「付属設備使用料」一覧に定められた使用料を申し受けます。

《走行バトンについて》
・センタースピーカー及び既設照明設備利用のため走行バトンを動かす場合には別紙「付属設備使用料」一
覧に定められた使用料を申し受けます。

7. 消費税を含んだ料金となります。

■防災管理

1. 利用に際しては、主催者に会場内の安全確保の義務があります。事前に非常避難口及び消火器、AED等の設置場
所を確認してください。（別紙｢非常避難口配置図｣を参照してください。）避難誘導員、会場整理員には、腕章を着用
して安全確保をされ、無事に催事が終了するよう心掛けてください。

2. 出入口、通路、非常避難口、消火設備の付近に物を置かないでください。アリーナ内及びホワイエに設置されている
消防用設備のスイッチ類には、必要時以外は手を触れないでください。また、避難口ドアや窓の開放は、弊社係員の
許可を得た上で行ってください。

3. 観客席通路での観覧は、消防法により禁止されております。また、事故防止のため観客等の定員は厳守し、緊急時
の対応については主催者側にてを検討してください。

4. アリーナ内は禁煙です。喫煙は屋外の決められた喫煙所のみとします。
5. アリーナ内で火気を使用したり、危険物を持込むことは火災予防条例に基づき原則禁止とされています。

※「催物開催届出書」、火気及び危険物の持込み使用がある場合は「禁止行為の解除承認申請」、屋外での火気使用の
「露店等の開設届出書」等の申請書を、10日前までに長野市消防局 予防課へ提出し審査を受けてください。

※ 「禁止行為の解除承認申請」 については以下の条件を付与いたします。
プロパンガス器具

• ガスボンベの持込み使用は1箇所につき５kボンベ(調整器付) ×1本。アリーナ全体で8本までとする。
• ガスボンベからガス器具までは金属配管とすること。
• ガス器具(コンロ等)の裸火は耐火ボードで覆うこと。
• ガス器具の付近に消火器、消火用のバケツを用意すること。
• アリーナ内に利用可能な都市ガス設備はありません。

電気加熱器具について
• 発熱部が露出して、可燃物が触れた場合瞬時に着火の可能性がある物の持込み使用は禁止行為となります。



■アリーナ内での設営及び利用上の注意事項

1. アリーナ内への搬入は、東西搬入口から11t車まで可能です。搬入車両等の寸法制限は幅2.7ｍ以内、高さ3.6ｍ以
内とします。トラック等でアリーナ内を走行される場合、5km/h以下の速度で走行してください。車を停止しての切り返
し等、コンクリートフロア面にタイヤの跡が付くような操作は禁止します。また、アリーナ内排水溝グレーチング上及び
可動スタンド駆動ロープ収納トレンチ上を走行する場合には、その部分を必ずコンパネ等で養生してください。養生
するエリアについては弊社係員の指示に従ってください。

2. 館内の壁、ドアへの張り紙及び床へのガムテープは禁止し、必要がある場合はコンクリート用養生テープを利用くださ
い。また、砂、土等をアリーナ内に搬入する場合にはコンクリート目地部をテープで養生するとともに、アリーナ内排水
溝グレーチング部及び可動スタンド駆動ロープ収納トレンチ部をシート等で養生してください。

3. アリーナ内のスケートトラック、ホッケーリンク部分には製氷用のパイプが布設してありますので、重量物や床面を破損
する可能性がある場合はアリーナの床養生をお願いします。展示物等の重量は300㎏/㎡以内としてください。

4. 車の展示会などで長時間車両をアリーナ床面に駐車する場合には、養生のためタイヤの下にカーペットなどを敷い
てください。

5. 弊社所有のフォークリフトを使用する場合には、あらかじめ「フォークリフト借用届」を提出し承認を受けてください。
6. 催事が終了しましたら、弊社係員と催事開催に伴う施設破損及び清掃状況について最終確認をお願いします。

■設備操作及び展示等の施工業者の指定

1. 大型映像装置、特殊音響設備を使用される場合は、設備の保全上弊社の指定業者に限らせていただきます。
2. 展示会、その他イベント等でアリーナ側の電源をイベント用仮設電源として使用する場合には、あらかじめ「電気工事

届」を提出し承認を受けてください。
3. 利用後の清掃は弊社指定業者が行います。

■アリーナ特殊設備
・多目的吊物設備
多目的吊物設備には軽量吊り点（125・250㎏/ﾎﾟｲﾝﾄ）と、重量吊り点（400㎏/ﾎﾟｲﾝﾄ）とがありますので弊社担当者と十分

に打ち合わせの上ご利用ください。
・その他

1. 可動スタンド・ポータブルスタンド・セパレートカーテン等の設営には準備時間が必要ですので、利用される場合
にはできるだけ早めにご連絡ください。

2. アリーナ内の迫り装置及び走行バトンは人間が乗っての昇降、移動はできません。
3. 主催者による特殊設備の操作はできません。

■外部施設（駐車場等）

駐車場の誘導整理は主催者側にて対応願います。
各駐車場入り口/敷地出入り口にある車止め昇降式ポールについては利用期間中、主催者側にて管理していただきま

す。方法については当社担当者の指示に従ってください。

■清掃・後片付け

利用に伴うゴミは主催者側において処理してください。利用後の清掃は弊社指定業者が行います。

利用に関するガイドライン



■その他注意事項

1. 利用期間中に、物品の盗難・破損等の事故及び不測の事態等により主催者、ご来場者などに事故、紛失等の損害が
生じた場合について、弊社に重大な過失がない限り弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

2. 盗難、損害、火災の恐れのある場合はあらかじめ事故防止に必要な対策を講じるとともに各種保険への加入をご検
討ください。

3. 天変地異、交通機関の不通などの不可抗力によって催事が実施できない場合の損害、および禁止行為による利用
の取り消しや停止が生じた結果による損害についても弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

4. 必要な貸出備品等については必ず弊社係員に連絡の上、事前に使用許可を得てください。使用後は係員の指示に
より、格納、清掃、後始末をしてください。また、返却後弊社係員が数量確認しますのでお立会いください。万一器具
等を破損、紛失したときには実費弁償していただきます。

5. 建物および床、壁、付帯設備等に釘・接着剤・粘着テープ等を直接使用することは禁止し、必要がある場合はコンク
リート用養生テープを利用ください。

6. 催事のポスター、告知物を貼付設置する場合は、必ず弊社係員及びその土地・建物等の管理者の許可を得た上で
行ってください。また、催事が終わりましたら直ちに撤去してください。

7. 催事開催中における人員の呼び出し、迷子の案内、車の移動案内及び病人の対応等は主催者側でお願いいたしま
す。

8. 原則的に使用可能な場所は、アリーナ/会議室/更衣室です。指定場所以外への立ち入りはご遠慮願います。
9. 雨天に対処するため、傘袋ならびにモップ等の清掃用具の準備手配をお願いします。
10. 利用期間中及び開催中に一般見学者の立ち入りを禁止するような場合は、事前にお知らせいただきますようお願い

いたします。
11. アリーナ/会議室などの下見は必ず事前連絡をしてください。会場が空いている日のみ可能です。1時間以上長時間

になる場合は利用扱いとなり料金を申し受けます。

利用に関するガイドライン

非常避難口配置図



アリーナ基本利用料(延長時間料金)

【夏期】 消費税込（円）

午前 午後 昼間 夜間 全日

午前９時－ 午前９時－
午後５時 午後９時

80,800 108,900 189,700 100,600 290,400
(40,400) (40,837) (40,837) (50,300) (36,300)

土日 100,600 135,300 235,900 127,000 363,000
祝日 (50,300) (50,737) (50,737) (63,500) (45,375)

122,100 161,700 283,800 151,800 435,600
(61,050) (60,637) (60,637) (75,900) (54,450)

土日 151,800 202,900 354,700 189,700 544,500
祝日 (75,900) (76,087) (76,087) (94,850) (68,062)

323,400 433,400 756,800 404,800 1,161,600
(161,700) (162,525) (162,525) (202,400) (145,200)

土日 404,800 541,200 946,000 506,000 1,452,000
祝日 (202,400) (202,950) (202,950) (253,000) (181,500)

378,400 503,800 882,200 473,000 1,355,200
(189,200) (188,925) (188,925) (236,500) (169,400)

土日 473,000 629,200 1,102,200 591,800 1,694,000
祝日 (236,500) (235,950) (235,950) (295,900) (211,750)

541,200 719,400 1,260,600 675,400 1,936,000
(270,600) (269,775) (269,775) (337,700) (242,000)

土日 675,400 899,800 1,575,200 844,800 2,420,000
祝日 (337,700) (337,425) (337,425) (422,400) (302,500)

【冬期】 消費税込（円）

午前 午後 昼間 夜間 全日

午前９時－ 午前９時－
午後５時 午後９時

207,900 308,000 515,900 254,100 770,000
(103,950) (115,500) (115,500) (127,050) (96,250)

土日 297,000 440,000 737,000 363,000 1,100,000
祝日 (148,500) (165,000) (165,000) (181,500) (137,500)

415,800 616,000 1,031,800 508,200 1,540,000
(207,900) (231,000) (231,000) (254,100) (192,500)

土日 594,000 880,000 1,474,000 726,000 2,200,000
祝日 (297,000) (330,000) (330,000) (363,000) (275,000)

※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。
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式典・集会・会議

そ の 他 これ らに

類 す る 目 的 に

利 用 す る 場 合

見 本市 ・展 示会

そ の 他 これ らに

類 す る 目 的 に

利 用 す る 場 合

コ ン サ ー ト

プ ロ ス ポ ー ツ

等 の 興 行 に

利 用 す る 場 合

ア マ チ ュ ア

ス ポ ー ツ で

競 技 会 に

利 用 す る 場 合

区　　分

ア
リ
ー

ナ

(

専
用
す
る
場
合

)

平日

平日

９時－正午 １時－５時
午後６時－
午後９時

※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

※表示は消費税込価格です。

プ ロ ス ポ ー ツ

の 興 行 等 に

利 用 す る 場 合


アリーナ

		【夏期】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																消費税込（円） ショウヒゼイ

		区　　分								午前		午後		昼間		夜間		全日

										９時－正午		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

														午後５時				午後９時

		アリーナ		アマチュアスポーツに
利用の場合		入場料を徴収
しない場合		平日		80,800		108,900		189,700		100,600		290,400

										(40,400)		(40,837)		(40,837)		(50,300)		(36,300)

								土日		100,600		135,300		235,900		127,000		363,000

								祝日		(50,300)		(50,737)		(50,737)		(63,500)		(45,375)

						入場料を徴収
する場合		平日		122,100		161,700		283,800		151,800		435,600

										(61,050)		(60,637)		(60,637)		(75,900)		(54,450)

								土日		151,800		202,900		354,700		189,700		544,500

								祝日		(75,900)		(76,087)		(76,087)		(94,850)		(68,062)

				式典・集会・会議
その他これらに
類する目的に
利用する場合				平日		323,400		433,400		756,800		404,800		1,161,600

										(161,700)		(162,525)		(162,525)		(202,400)		(145,200)

								土日		404,800		541,200		946,000		506,000		1,452,000

								祝日		(202,400)		(202,950)		(202,950)		(253,000)		(181,500)

				見本市・展示会
その他これらに
類する目的に
利用する場合				平日		378,400		503,800		882,200		473,000		1,355,200

										(189,200)		(188,925)		(188,925)		(236,500)		(169,400)

								土日		473,000		629,200		1,102,200		591,800		1,694,000

								祝日		(236,500)		(235,950)		(235,950)		(295,900)		(211,750)

				コンサート
プロスポーツ
等の興行に
利用する場合				平日		541,200		719,400		1,260,600		675,400		1,936,000

										(270,600)		(269,775)		(269,775)		(337,700)		(242,000)

								土日		675,400		899,800		1,575,200		844,800		2,420,000

								祝日		(337,700)		(337,425)		(337,425)		(422,400)		(302,500)



		【冬期】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																消費税込（円） ショウヒゼイ

		区　　分								午前		午後		昼間		夜間		全日

										９時－正午		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

														午後５時				午後９時

		アリーナ(専用する場合)		アマチュア
スポーツで
競技会に
利用する場合				平日		207,900		308,000		515,900		254,100		770,000

										(103,950)		(115,500)		(115,500)		(127,050)		(96,250)

								土日		297,000		440,000		737,000		363,000		1,100,000

								祝日		(148,500)		(165,000)		(165,000)		(181,500)		(137,500)

				プロスポーツ
の興行等に
利用する場合				平日		415,800		616,000		1,031,800		508,200		1,540,000

										(207,900)		(231,000)		(231,000)		(254,100)		(192,500)

								土日		594,000		880,000		1,474,000		726,000		2,200,000

								祝日		(297,000)		(330,000)		(330,000)		(363,000)		(275,000)



		※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

		※表示は消費税込価格です。 コ

		※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。 レイワ ガン





会議室

														消費税込（円） ショウヒゼイ コ

		区　　分				午前		午後		昼間		夜間		全日

						９時－１２時		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

										午後５時				午後９時

		会議室		１室につき		3,300		4,400		7,700		3,300		11,000

						(1,650)		(1,650)		(1,650)		(1,650)		(1,375)

		大会議室				5,500		7,150		12,650		5,500		18,100

						(2,750)		(2,681)		(2,681)		(2,750)		(2,262)

		エントランスホール				4,400		5,500		9,900		4,400		14,300

						(2,200)		(2,062)		(2,062)		(2,200)		(1,737)

		ＶＩＰルーム				6,600		8,800		15,400		6,600		22,000

		（興行のみ）				(3,300)		(3,300)		(3,300)		(3,300)		(2,750)

		更衣室				1,100		1,100		2,200		1,100		3,300

						(550)		(412)		(412)		(550)		(412)

		屋外駐車場		１日につき		110,000　（屋外：１区画につき）

		地下駐車場

		臨時駐車場				33,000



		※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

		※表示は消費税込価格です。 ショウヒゼイ カカク

		※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。 レイワ ガンネン





広さ

		【広さと収容人数】

				アリーナ		大会議室		１０８会議室		１０９会議室

		面積		可動スタンド内側		332㎡		103㎡		96㎡

				13,700㎡

		収容人数		コンサート時		会議机と椅子を入れた場合

				約20,000人		約120～130人		約30人		約30人







会議室・更衣室・駐車場基本使用料(延長時間料金)

消費税込（円）

午前 午後 昼間 夜間 全日

午前９時－ 午前９時－
午後５時 午後９時

3,300 4,400 7,700 3,300 11,000
(1,650) (1,650) (1,650) (1,650) (1,375)

5,500 7,150 12,650 5,500 18,100
(2,750) (2,681) (2,681) (2,750) (2,262)

4,400 5,500 9,900 4,400 14,300
(2,200) (2,062) (2,062) (2,200) (1,787)

ＶＩＰルーム 6,600 8,800 15,400 6,600 22,000
（興行のみ） (3,300) (3,300) (3,300) (3,300) (2,750)

1,100 1,100 2,200 1,100 3,300
(550) (412) (412) (550) (412)

屋外駐車場
地下駐車場

臨時駐車場

※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。

区　　分
９時－１２時 １時－５時

午後６時－
午後９時

会議室

１
室
に
つ
き

大会議室

エントランスホール

更衣室

１
日
に
つ
き

110,000　（屋外：１区画につき）

33,000

※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

※表示は消費税込価格です。


アリーナ

		【夏期】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																消費税込（円） ショウヒゼイ

		区　　分								午前		午後		昼間		夜間		全日

										９時－正午		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

														午後５時				午後９時

		アリーナ		アマチュアスポーツに
利用の場合		入場料を徴収
しない場合		平日		80,800		108,900		189,700		100,600		290,400

										(40,400)		(40,837)		(40,837)		(50,300)		(36,300)

								土日		100,600		135,300		235,900		127,000		363,000

								祝日		(50,300)		(50,737)		(50,737)		(63,500)		(45,375)

						入場料を徴収
する場合		平日		122,100		161,700		283,800		151,800		435,600

										(61,050)		(60,637)		(60,637)		(75,900)		(54,450)

								土日		151,800		202,900		354,700		189,700		544,500

								祝日		(75,900)		(76,087)		(76,087)		(94,850)		(68,062)

				式典・集会・会議
その他これらに
類する目的に
利用する場合				平日		323,400		433,400		756,800		404,800		1,161,600

										(161,700)		(162,525)		(162,525)		(202,400)		(145,200)

								土日		404,800		541,200		946,000		506,000		1,452,000

								祝日		(202,400)		(202,950)		(202,950)		(253,000)		(181,500)

				見本市・展示会
その他これらに
類する目的に
利用する場合				平日		378,400		503,800		882,200		473,000		1,355,200

										(189,200)		(188,925)		(188,925)		(236,500)		(169,400)

								土日		473,000		629,200		1,102,200		591,800		1,694,000

								祝日		(236,500)		(235,950)		(235,950)		(295,900)		(211,750)

				コンサート
プロスポーツ
等の興行に
利用する場合				平日		541,200		719,400		1,260,600		675,400		1,936,000

										(270,600)		(269,775)		(269,775)		(337,700)		(242,000)

								土日		675,400		899,800		1,575,200		844,800		2,420,000

								祝日		(337,700)		(337,425)		(337,425)		(422,400)		(302,500)



		【冬期】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																消費税込（円） ショウヒゼイ

		区　　分								午前		午後		昼間		夜間		全日

										９時－正午		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

														午後５時				午後９時

		アリーナ(専用する場合)		アマチュア
スポーツで
競技会に
利用する場合				平日		207,900		308,000		515,900		254,100		770,000

										(103,950)		(115,500)		(115,500)		(127,050)		(96,250)

								土日		297,000		440,000		737,000		363,000		1,100,000

								祝日		(148,500)		(165,000)		(165,000)		(181,500)		(137,500)

				プロスポーツ
の興行等に
利用する場合				平日		415,800		616,000		1,031,800		508,200		1,540,000

										(207,900)		(231,000)		(231,000)		(254,100)		(192,500)

								土日		594,000		880,000		1,474,000		726,000		2,200,000

								祝日		(297,000)		(330,000)		(330,000)		(363,000)		(275,000)



		※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

		※表示は消費税込価格です。 コ

		※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。 レイワ ガン





会議室

														消費税込（円） ショウヒゼイ コ

		区　　分				午前		午後		昼間		夜間		全日

						９時－１２時		１時－５時		午前９時－		午後６時－
午後９時 ゴゴ ゴゴ		午前９時－

										午後５時				午後９時

		会議室		１室につき		3,300		4,400		7,700		3,300		11,000

						(1,650)		(1,650)		(1,650)		(1,650)		(1,375)

		大会議室				5,500		7,150		12,650		5,500		18,100

						(2,750)		(2,681)		(2,681)		(2,750)		(2,262)

		エントランスホール				4,400		5,500		9,900		4,400		14,300

						(2,200)		(2,062)		(2,062)		(2,200)		(1,787)

		ＶＩＰルーム				6,600		8,800		15,400		6,600		22,000

		（興行のみ）				(3,300)		(3,300)		(3,300)		(3,300)		(2,750)

		更衣室				1,100		1,100		2,200		1,100		3,300

						(550)		(412)		(412)		(550)		(412)

		屋外駐車場		１日につき		110,000　（屋外：１区画につき）

		地下駐車場

		臨時駐車場				33,000



		※下段（　　　）内は時間当たり延長（円）

		※表示は消費税込価格です。 ショウヒゼイ カカク

		※この料金は令和元年10月に設定したもので、変更する場合もございますので予めご了承ください。 レイワ ガンネン





広さ

		【広さと収容人数】

				アリーナ		大会議室		１０８会議室		１０９会議室

		面積		可動スタンド内側		332㎡		103㎡		96㎡

				13,700㎡

		収容人数		コンサート時		会議机と椅子を入れた場合

				約20,000人		約120～130人		約30人		約30人







１階北側部分平面図

駐車場平面図



アリーナ付属設備使用料一覧

空調設備 備品等付属設備

単位
在庫

数

1時間当たりの

使用料(円/税込)
単位

在庫

数

1日当たりの

使用料(円/税込)

36,300 会議机A（前面パネル付）会議室専用 1台 50 110

1,815 会議机B 1台 43 110

1,210 会議机C（脚折りたたみ）ｱﾘｰﾅ用 1台 115 110

1,210 スタッキングチェア(会議室専用) 1脚 120 55

スタッキングチェア 1脚 350 55

折りたたみパイプイス（アリーナ用） 1脚 400 55

ホワイトボード 1枚 4 330

アンプ付スピーカー（マイク2本付） 1台 2 1,100

一式 1 110,000 マイクスタンド(スタンド) 1本 4 220

一式 2 5,500 マイクスタンド(卓上) 1本 2 220

A　作業灯 2,200 展示間仕切りパネル　W1,200×H1,800mm 1枚 35 330

Ｂ　催事・展示会 7,260 ベルトパーテーション 1本 30 110

Ｄ　公式競技会① 16,830 ポールスタンド 1本 70 55

Ｅ　ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾝｸ面 12,430 プラフェンス 1枚 48 110

Ｆ　公式競技会②(全灯) 25,410 パイプフェンス 1枚 50 110

一式 1 11,000 荷物運搬用台車 1台 5 220

一式 1 16,500 移動式簡易ステージ 1台 4 1,100

一式 1 3,300 演台（大･演壇用） 1台 1 550

1本 2 1,100 演台（小･司会用） 1台 1 330

1ﾌﾞﾛｯｸ 2 55,000 花台 1台 1 330

一式 1 11,000 カラーコーン 1個 60 55

1本 11 5,500 ゴムマット（1,000×3,000mm） 1枚 90 330

1点 40 1,100 ゴミ箱（プラ製） 1本 18 55

1枚 6 5,500 清掃用具（モップ・ホウキ） 1式 2 3,300

1枚 10 5,500 電気使用料(100V・200Vとも) 1kWh 60

1式 1 1,100 【コンセント】持込電気器具電源　15Aまで 1口 363

1台 9 1,100 地下駐車場 1式 1 110,000

1台 2 11,000

1台 2 11,000

1台 1 6,600

1台 1 3,300

1台 1 330

<アリーナ利用についての留意事項> ※　表示は消費税込の価格です。この料金は令和元年10月に設定したもので

①映像/音響設備の操作に当たっては別途費用が必要となります。 　　変更する場合もございますので予めご了承ください。

③可動スタンドについて

　・定位置においての利用に移動費用はかかりません。

④走行バトンについて

　の使用料を申し受けます。

⑤設備等を使用中に破損・汚した場合には別途、修繕・特別清掃費を

　実費申し受けます。

⑥ゴミは各自お持ち帰りください。

1日当たりの

使用料(円/税込)

在庫

数

区　　分

ワイヤレスマイク

冷暖房設備　アリーナ

区　　分

冷暖房設備　大会議室

冷暖房設備　小会議室一室毎

大型映像装置

カラーカメラ

照

明

設

備

照

明

パ

タ
ー

ン

音響調整装置
音

響

装

置

そ

の

他

②設備使用料はイベントなど本番日のみの請求とさせていただきます。

備

　

品

　

類

走行バトン

吊りバトン（Ｌ＝12m）

吊物設備

１

時

間

常設音響装置

冷暖房設備　エントランス

1時間

簡易操作卓

区　　分 単位

可動スタンド（東・西）移動

アリーナ専用付属設備

映

像

設

備

　・センタースピーカー利用のためなど走行バトンを動かす場合には1日分

　・スタンドを動かす場合には使用料を申し受けます。

ｱﾘｰﾅｾﾊﾟﾚｰﾄｶｰﾃﾝ（暗幕）

アリーナ防球ネット

表彰台

ポータブル電源盤（10KVA）

ポータブル変圧盤（200V）

フォークリフト

個別測定用サーマルカメラ

体温測定器(ガンタイプ)

特

殊

装

置

集団測定用サーマルカメラ


使用料一覧 (アリーナ)

				アリーナ付属設備使用料一覧 シヨウ リョウ イチラン



				空調設備 クウチョウ セツビ														備品等付属設備 ビヒントウ フゾク セツビ

				区　　分						単位		在庫数		1時間当たりの
使用料(円/税込) ジカン ゼイコ				区　　分				単位		在庫数		1日当たりの
使用料(円/税込)

				冷暖房設備　アリーナ						1時間				36,300				備　品　類		会議机A（前面パネル付）会議室専用 カイギシツ センヨウ		1台		50		110

				冷暖房設備　大会議室										1,815						会議机B		1台		43		110

				冷暖房設備　小会議室一室毎										1,210						会議机C（脚折りたたみ）ｱﾘｰﾅ用 ヨウ		1台		115		110

				冷暖房設備　エントランス										1,210						スタッキングチェア(会議室専用) カイギシツ センヨウ		1脚		120		55

																				スタッキングチェア		1脚		350		55

				アリーナ専用付属設備 センヨウ フゾク セツビ																折りたたみパイプイス（アリーナ用） ヨウ		1脚		400		55

				区　　分						単位		在庫数		1日当たりの
使用料(円/税込)						ホワイトボード		1枚		4		330

																				アンプ付スピーカー（マイク2本付）		1台		2		1,100

				映像
設備 ビ		大型映像装置				一式		1		110,000						マイクスタンド(スタンド)		1本		4		220

						カラーカメラ				一式		2		5,500						マイクスタンド(卓上) タクジョウ		1本		2		220

				照明設備		照明パターン		A　作業灯 サギョウ トウ		１時間				2,200						展示間仕切りパネル　W1,200×H1,800mm		1枚		35		330

								Ｂ　催事・展示会 サイジ テンジカイ						7,260						ベルトパーテーション		1本		30		110

								Ｄ　公式競技会①						16,830						ポールスタンド		1本		70		55

								Ｅ　ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾝｸ面 メン						12,430						プラフェンス		1枚		48		110

								Ｆ　公式競技会②(全灯) コウシキ ゼントウ						25,410						パイプフェンス		1枚		50		110

				音響装置		常設音響装置				一式		1		11,000						荷物運搬用台車　		1台		5		220

						音響調整装置				一式		1		16,500						移動式簡易ステージ		1台		4		1,100

						簡易操作卓				一式		1		3,300						演台（大･演壇用） ダイ		1台		1		550

						ワイヤレスマイク				1本		2		1,100						演台（小･司会用） ショウ ヨウ		1台		1		330

				特殊装置		可動スタンド（東・西）移動 イドウ				1ﾌﾞﾛｯｸ		2		55,000						花台 ハナダイ		1台		1		330

						走行バトン				一式		1		11,000						カラーコーン		1個		60		55

						吊りバトン（Ｌ＝12m）				1本		11		5,500						ゴムマット（1,000×3,000mm）		1枚		90		330

						吊物設備				1点		40		1,100						ゴミ箱（プラ製）　		1本		18		55

						ｱﾘｰﾅｾﾊﾟﾚｰﾄｶｰﾃﾝ（暗幕）				1枚		6		5,500						清掃用具（モップ・ホウキ）　		1式		2		3,300

						アリーナ防球ネット				1枚		10		5,500				その他 タ		電気使用料(100V・200Vとも)		1kWh				60

						表彰台				1式		1		1,100						【コンセント】持込電気器具電源　15Aまで		1口				363

						ポータブル電源盤（10KVA）				1台		9		1,100						地下駐車場		1式		1		110,000

						ポータブル変圧盤（200V）				1台		2		11,000

						フォークリフト				1台		2		11,000

						集団測定用サーマルカメラ シュウダン ソクテイヨウ				1台		1		6,600

						個別測定用サーマルカメラ コベツ ソクテイヨウ				1台		1		3,300

						体温測定器(ガンタイプ) タイオン ソクテイ キ				1台		1		330



				<アリーナ利用についての留意事項> リヨウ														※　表示は消費税込の価格です。この料金は令和元年10月に設定したもので ショウヒ ゼイコミ レイワ ガンネン ガツ

				①映像/音響設備の操作に当たっては別途費用が必要となります。														　　変更する場合もございますので予めご了承ください。

				②設備使用料はイベントなど本番日のみの請求とさせていただきます。

				③可動スタンドについて

				　・定位置においての利用に移動費用はかかりません。 イドウ

				　・スタンドを動かす場合には使用料を申し受けます。

				④走行バトンについて

				　・センタースピーカー利用のためなど走行バトンを動かす場合には1日分 ニチ ブン

				　の使用料を申し受けます。

				⑤設備等を使用中に破損・汚した場合には別途、修繕・特別清掃費を ヨゴ ベット トクベツ セイソウ

				　実費申し受けます。

				⑥ゴミは各自お持ち帰りください。 カクジ モ カエ
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指定業者リスト

【消費税込】

照明・音響操作業務

8時間以内の技術料金
（9時～18時・内１時間休憩）

1名/1日 29,700円

超過料金 1名/1時間 3,960円

②チーフオペレーターの技術料 照明・音響のシステムプランニング業務 1名/1日 37,400円

【消費税込】

大型映像操作業務

ディレクター/スイッチャー/カメラマン 1名/1日 38,500円

カメラアシスタﾝト 1名/1日 27,500円

送り出し映像操作 1名/1日 33,000円

テロッパー 1名/1日 38,500円

切替操作（オンライン運用時のみ） 1名/1日 33,000円

②テロッパー作成費 1枚 1,320円

【消費税込】

施設の監督管理業務

9時～21時の時間帯以外の利用の場合 1名/1時間 3,080円

深夜（22時～5時）利用の場合 1名/1時間 3,740円

株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

①準照明・音響技術料

株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

①大型映像操作業務
8時間以内の技術料金（9時～18時・内１時間休憩）

※超過料金は1時間につき右記料金の15%

①時間外監督管理業務費

鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463

担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）


指定業者

										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				照明・音響操作業務		株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

				①準照明・音響技術料		8時間以内の技術料金
（9時～18時・内１時間休憩）		1名/1日		29,700円 エン

						超過料金		1名/1時間		3,960円 エン

				②チーフオペレーターの技術料		照明・音響のシステムプランニング業務		1名/1日		37,400円 エン







										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				大型映像操作業務		株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

				①大型映像操作業務
8時間以内の技術料金（9時～18時・内１時間休憩）
※超過料金は1時間につき右記料金の15% ジカン		ディレクター/スイッチャー/カメラマン		1名/1日		38,500円

						カメラアシスタﾝト		1名/1日		27,500円

						送り出し映像操作		1名/1日		33,000円

						テロッパー		1名/1日		38,500円

						切替操作（オンライン運用時のみ）		1名/1日		33,000円

				②テロッパー作成費				1枚		1,320円







										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				施設の監督管理業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①時間外監督管理業務費 ジカンガイ		9時～21時の時間帯以外の利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,080円

						深夜（22時～5時）利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,740円





				会場清掃業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①アリーナ（可動スタンド内側）面あるいは観客席で飲食する場合、または飲食がない場合でも２日以上連続して使用する場合は清掃をしてください。

				②関係者及び一般来場者が利用するトイレについては必ず清掃をしてください。
（※別表料金にはトイレットペーパー代が含まれています。） カンケイシャ オヨ ライジョウシャ

				③会議室などの諸室で飲食する場合には、利用後必ず清掃をしてください。

				④VＩＰルームをご利用の場合には必ず清掃をしてください。

				⑤アリーナ利用後、特に汚れがひどい箇所については、別途「特別清掃費」がかかります。(別途見積いたします)

				※清掃に掛かる費用は『清掃業務料金一覧表』をご参照ください。 イチラン



				【清掃業務料金一覧表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				名称		仕様・備考 シヨウ				金額

				アリーナ（可動スタンド内側）		部分使用の場合は別途見積もりいたします。				198,000円 エン

				ホワイエ（可動スタンド外側）		両面（片面の場合は半額）				22,000円 エン

				２階内部コンコース		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				88,000円 エン

				固定スタンド（飲食あり）		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				143,000円 エン

				固定スタンド（飲食なし）		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				110,000円 エン

				可動スタンド（飲食あり）		1ブロックのみは半額				77,000円 エン

				可動スタンド（飲食なし）		1ブロックのみは半額				55,000円 エン

				ポータブルスタンド（飲食あり）		1台				1,650円 エン

				ポータブルスタンド（飲食なし）		1台				1,320円 エン

				会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		1,650円 エン

				大会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				更衣室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		2,200円 エン

				ＶＩＰルーム		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				ごみ収集		B1Fのごみ集積庫へのごみ運搬作業		1kgにつき		27円 エン

				可燃ごみ産廃処理費				1kgにつき		22円 エン

				不燃ごみ産廃処理費				1kgにつき		66円 エン

				1階北東トイレ						7,700円 エン

				1階北西トイレ						8,800円 エン

				1階南東トイレ						15,400円 エン

				1階南西トイレ						8,800円 エン

				1階南中央トイレ						4,400円 エン

				2階北トイレ						13,200円 エン

				2階南トイレ						13,200円 エン







指定業者_会議室

										【消費税込】 ショウヒゼイ

				施設の監督管理業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				時間外監督管理業務費 ジカンガイ		9時～21時の時間帯以外の利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,080円

						深夜（22時～5時）利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,740円

				会場清掃業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①昼間・全日の区分で会議室をご利用の場合は下記『清掃業務料金一覧表』のとおり別途清掃代を申し受けます。 ヒルマ ゼン ニチ クブン カイギシツ リヨウ バアイ カキ セイソウ ギョウム リョウキン イチラン ヒョウ ベット セイソウ ダイ モウ ウ

				②利用後、特に汚れがひどい箇所については、別途「特別清掃費」がかかります。(別途見積いたします) リヨウ ゴ トク ヨゴ カショ トクベツ セイソウ ヒ ベット ミツモリ

				③ゴミは、お持ち帰りください。 モ カエ

				※清掃に掛かる費用は『清掃業務料金一覧表』をご参照ください。 イチラン



				【清掃業務料金一覧表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				名称		仕様・備考 シヨウ				金額

				会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		1,650円 エン

				大会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				更衣室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		2,200円 エン

				1階北東トイレ		大会議室入場500名以上及び、健康診断会場等でご利用の場合はトイレ清掃代を申し受けます。				7,700円 エン









指定業者リスト

会場清掃業務

【清掃業務料金一覧表】 【消費税込】

名称 金額

アリーナ（可動スタンド内側） 198,000円

ホワイエ（可動スタンド外側） 22,000円

２階内部コンコース 88,000円

固定スタンド（飲食あり） 143,000円

固定スタンド（飲食なし） 110,000円

可動スタンド（飲食あり） 77,000円

可動スタンド（飲食なし） 55,000円

ポータブルスタンド（飲食あり） 1台 1,650円

ポータブルスタンド（飲食なし） 1台 1,320円

会議室 床及び什器備品類の清掃を含む 1部屋につき 1,650円

大会議室 床及び什器備品類の清掃を含む 1部屋につき 5,500円

更衣室 床及び什器備品類の清掃を含む 1部屋につき 2,200円

ＶＩＰルーム 床及び什器備品類の清掃を含む 1部屋につき 5,500円

ごみ収集 B1Fのごみ集積庫へのごみ運搬作業 1kgにつき 27円

可燃ごみ産廃処理費 1kgにつき 22円

不燃ごみ産廃処理費 1kgにつき 66円

1階北東トイレ 7,700円

1階北西トイレ 8,800円

1階南東トイレ 15,400円

1階南西トイレ 8,800円

1階南中央トイレ 4,400円

2階北トイレ 13,200円

2階南トイレ 13,200円

※清掃に掛かる費用は『清掃業務料金一覧表』をご参照ください。

③会議室などの諸室で飲食する場合には、利用後必ず清掃をしてください。

④VＩＰルームをご利用の場合には必ず清掃をしてください。

⑤アリーナ利用後、特に汚れがひどい箇所については、別途「特別清掃費」がかかります。(別途見積いたします)

メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）

メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）

1ブロックのみは半額

1ブロックのみは半額

鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463

担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

①アリーナ（可動スタンド内側）面あるいは観客席で飲食する場合、または飲食がない場合でも２日以上連続して使用す
る場合は清掃をしてください。

②関係者及び一般来場者が利用するトイレについては必ず清掃をしてください。
（※別表料金にはトイレットペーパー代が含まれています。）

仕様・備考

部分使用の場合は別途見積もりいたします。

メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）

両面（片面の場合は半額）


指定業者

										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				照明・音響操作業務		株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

				①準照明・音響技術料		8時間以内の技術料金
（9時～18時・内１時間休憩）		1名/1日		29,700円 エン

						超過料金		1名/1時間		3,960円 エン

				②チーフオペレーターの技術料		照明・音響のシステムプランニング業務		1名/1日		37,400円 エン







										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				大型映像操作業務		株式会社長野三光
TEL 026-215-5335
担当者：駒村/飯村

				①大型映像操作業務
8時間以内の技術料金（9時～18時・内１時間休憩）
※超過料金は1時間につき右記料金の15% ジカン		ディレクター/スイッチャー/カメラマン		1名/1日		38,500円

						カメラアシスタﾝト		1名/1日		27,500円

						送り出し映像操作		1名/1日		33,000円

						テロッパー		1名/1日		38,500円

						切替操作（オンライン運用時のみ）		1名/1日		33,000円

				②テロッパー作成費				1枚		1,320円







										【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				施設の監督管理業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①時間外監督管理業務費 ジカンガイ		9時～21時の時間帯以外の利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,080円

						深夜（22時～5時）利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,740円





				会場清掃業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①アリーナ（可動スタンド内側）面あるいは観客席で飲食する場合、または飲食がない場合でも２日以上連続して使用する場合は清掃をしてください。

				②関係者及び一般来場者が利用するトイレについては必ず清掃をしてください。
（※別表料金にはトイレットペーパー代が含まれています。） カンケイシャ オヨ ライジョウシャ

				③会議室などの諸室で飲食する場合には、利用後必ず清掃をしてください。

				④VＩＰルームをご利用の場合には必ず清掃をしてください。

				⑤アリーナ利用後、特に汚れがひどい箇所については、別途「特別清掃費」がかかります。(別途見積いたします)

				※清掃に掛かる費用は『清掃業務料金一覧表』をご参照ください。 イチラン



				【清掃業務料金一覧表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				名称		仕様・備考 シヨウ				金額

				アリーナ（可動スタンド内側）		部分使用の場合は別途見積もりいたします。				198,000円 エン

				ホワイエ（可動スタンド外側）		両面（片面の場合は半額）				22,000円 エン

				２階内部コンコース		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				88,000円 エン

				固定スタンド（飲食あり）		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				143,000円 エン

				固定スタンド（飲食なし）		メインスタンド+バックスタンド（片面の場合は半額）				110,000円 エン

				可動スタンド（飲食あり）		1ブロックのみは半額				77,000円 エン

				可動スタンド（飲食なし）		1ブロックのみは半額				55,000円 エン

				ポータブルスタンド（飲食あり）		1台				1,650円 エン

				ポータブルスタンド（飲食なし）		1台				1,320円 エン

				会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		1,650円 エン

				大会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				更衣室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		2,200円 エン

				ＶＩＰルーム		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				ごみ収集		B1Fのごみ集積庫へのごみ運搬作業		1kgにつき		27円 エン

				可燃ごみ産廃処理費				1kgにつき		22円 エン

				不燃ごみ産廃処理費				1kgにつき		66円 エン

				1階北東トイレ						7,700円 エン

				1階北西トイレ						8,800円 エン

				1階南東トイレ						15,400円 エン

				1階南西トイレ						8,800円 エン

				1階南中央トイレ						4,400円 エン

				2階北トイレ						13,200円 エン

				2階南トイレ						13,200円 エン







指定業者_会議室

										【消費税込】 ショウヒゼイ

				施設の監督管理業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				時間外監督管理業務費 ジカンガイ		9時～21時の時間帯以外の利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,080円

						深夜（22時～5時）利用の場合 リヨウ バアイ		1名/1時間		3,740円

				会場清掃業務		鹿島建物総合管理株式会社
TEL　026-222-7463
担当者：所長 高橋 （エムウェーブ駐在）

				①昼間・全日の区分で会議室をご利用の場合は下記『清掃業務料金一覧表』のとおり別途清掃代を申し受けます。 ヒルマ ゼン ニチ クブン カイギシツ リヨウ バアイ カキ セイソウ ギョウム リョウキン イチラン ヒョウ ベット セイソウ ダイ モウ ウ

				②利用後、特に汚れがひどい箇所については、別途「特別清掃費」がかかります。(別途見積いたします) リヨウ ゴ トク ヨゴ カショ トクベツ セイソウ ヒ ベット ミツモリ

				③ゴミは、お持ち帰りください。 モ カエ

				※清掃に掛かる費用は『清掃業務料金一覧表』をご参照ください。 イチラン



				【清掃業務料金一覧表】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						【消費税込】 ショウヒゼイ コ

				名称		仕様・備考 シヨウ				金額

				会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		1,650円 エン

				大会議室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		5,500円 エン

				更衣室		床及び什器備品類の清掃を含む		1部屋につき ヘヤ		2,200円 エン

				1階北東トイレ		大会議室入場500名以上及び、健康診断会場等でご利用の場合はトイレ清掃代を申し受けます。				7,700円 エン
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