
【イベントスペースのご案内】

2020年 9月

東急プラザ銀座メディア・スペース事務局

東急プラザ銀座 メディア・スペース事務局
問い合わせアドレス：ginza-tokyuplaza@event-space.jp (東急エージェンシープロミックス内)

(対応時間：平日10:00～17:00 ※土日祝/年末年始は除く)

問い合せ窓口

mailto:ginza-tokyuplaza@event-space.jp


■イベントスペースコンセプト
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常に様々なコンテンツや情報を発信。
日本、そして東京を訪れた人々がまずはじめに訪れたくなる場所。

まさに、銀座と日本、銀座と世界をつなぐゲート的存在として。

日本発。銀座発。多彩なアート＆カルチャー。

アート／音楽／演劇／映画／クロスオーバージャンル。
日本発の気鋭アーティスト、海外評価の高いアーティストの発掘・発信。

海外から注目される日本のモノづくり（クラフト作家）の紹介。
アートイベントの展開など。

※その他、多彩なイベントにも対応可能なスペースです。



■屋上キリコテラス（グリーンサイド）

緑をテーマにしたグリーンサイドは大都会の中のオアシスとしてお越しになった方の憩いの場。

多くの方の目に入るスペースです。

2

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。
別途料金が発生いたします。その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※音響・照明などを使用する場合は設営・本番・撤去に際し、
各管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。

※パブリックスペースのため、完全にスペースをクローズしての実施はご相談下さい。
※キリコテラスの全面利用を希望される場合は、運営/設営/テナント様との兼ね合い上、
種々の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

※キリコテラスは、屋外（屋根なし）となります。
※飲食を伴う催事は主催者側で保健所に確認をとって頂き、許可が下りれば実施可能となります。
※ウォーターサイドでイベントが行われている際は規制が発生する場合がございます。

※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

面積

約540㎡

料金

平日 ￥600,000/日 (税別)

土日祝 ￥942,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：常設
電源：イベント盤/50KVA
Wi-Fi：なし
飲食：保健所に要確認※

利用可能時間

11:00～21:00 ※23:00までは応相談

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 21:00~翌11:00
設営・撤去可能時間：全日 21:00~翌11:00
床耐荷重：300kg/㎡

過去実施イベント

ダンスイベント/音楽イベント/ヨガイベント



■屋上キリコテラス（グリーンサイド） 貸出可能スペース
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凡例： 客動線

貸出可能スペース

約540㎡
（約163坪）

※設計時の図面のため、実際のレイアウトと異なる場所がございます。必ず現状をご確認の上、ご検討ください。



■屋上キリコテラス（グリーンサイド） 図面
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※緑の部分は人工芝になります。什器や施工物を設置する際には養生をし、原状復帰ができるようにお願い致します。
※施設利用・イベント実施等でレイアウト、座席数が変更となる場合がございます。
※植栽に関しては、常設のものですので移動はできません。ご了承ください。
※全ての家具を一時撤去、保管する場所はございません。
※設計時の図面のため、実際のレイアウトと異なる場合がございます。必ず現状をご確認の上、ご検討ください。
※櫻ノ茶屋は現在営業しておりません。



■屋上キリコテラス（ウォーターサイド）

水をテーマにしたウォーターサイドでは、プールサイドのテーブル席やソファ席に座ってゆったりと過ごすことができます。

食べ物の持ち込み可能スペースですのでお買いものの休憩スポットとして多くの人が集まります。
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※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。
別途料金が発生いたします。その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※音響・照明などを使用する場合は設営・本番・撤去に際し、
各管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。

※キリコテラスの全面利用を希望される場合は、運営/設営/テナント様との兼ね合い上、
種々の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

※キリコテラスは、屋外（屋根なし）となります。
※飲食を伴う催事は主催者側で保健所に確認をとって頂き、許可が下りれば実施可能となります。
※グリーンサイドでイベントが行われている際は規制が発生する場合がございます。

※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

面積

約290㎡

料金

平日 ￥471,000/日 (税別)

土日祝 ￥706,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：常設
電源：イベント盤/50KVA
Wi-Fi：なし
飲食：保健所に要確認※
物販：可能

利用可能時間

11:00～21:00 ※23:00までは応相談

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 21:00~翌11:00
設営・撤去可能時間：全日 21:00~翌11:00
床耐荷重：300kg/㎡

過去実施イベント

音楽イベント/PRイベント



■屋上キリコテラス（ウォーターサイド） 貸出可能スペース
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凡例： 客動線



■屋上キリコテラス（ウォーターサイド） 図面
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※施設利用・イベント実施等でレイアウト、座席数が変更となる場合がございます。
※植栽に関しては、外部への移動はできませんので、イベントレイアウトへの落とし込みをお願い致します。
※設計時の図面のため、実際のレイアウトと異なる場合がございます。必ず現状をご確認の上、ご検討ください。
※全ての家具を一時撤去、保管する場所はございません。



■B2Fエントランスホール

東京メトロ銀座駅から直通のエントランススペースとなります。

駅近立地のため交通量が多く、サンプリング、物販、展示などには最適です。

またお買い物にお越しになるお客様だけではなく駅を利用される方にもアプローチが可能ですので幅広い用途でご利用頂けます。

8

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。
その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※パブリックスペースのため、完全にスペースをクローズしての実施は不可となります。
※イベント盤を使用する場合は指定業者の立会が必要となり、別途費用が発生いたします。
※飲食を伴う催事は、施設側への確認と主催者側での保健所への確認が必要となります。
※BGMなどの音出しについては、基本的にご遠慮頂いております。

※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

面積

約20㎡

料金

平日 ￥95,000/日 (税別)
土日祝 ￥142,000/日 (税別)

物販：売り上げの20％
平日 ￥50,000/日 (税別)
土日祝 ￥70,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：なし
電源：床コン(15A)2口
Wi-Fi：なし
飲食：要相談
物販：可能

利用可能時間

11:00～23:00

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 23:00~翌10:00
設営・撤去可能時間：全日 23:00~翌10:00
床耐荷重：300kg/㎡

過去実施イベント

ポップアップショップ/展示

最低保証



■B2Fエントランスホール 貸出可能スペース
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貸出可能スペース
（約20㎡）

東京メトロ銀座駅
丸ノ内線

東京メトロ銀座駅
日比谷線・銀座線



■10Fパブリックスペース

テラスを中心に銀座のれん街をイメージした、バラエティ豊かな世界の美味しい料理を楽しめるダ

イニングフロアにあるパブリックスペースになっています。

エレベーター前に位置し、こだわりの名店もあるので日々幅広い年齢の方を対象にアプローチが可能です。
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※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

約7,200mm

約3,100mm

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。
その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※パブリックスペースのため、完全にスペースをクローズしての実施は不可となります。
※飲食を伴う催事は、施設側への確認と主催者側での保健所への確認が必要となります。

面積

約25㎡

料金

平日 ￥60,000/日 (税別)
土日祝 ￥90,000/日 (税別)

物販：売り上げの20％
平日 ￥40,000/日 (税別)
土日祝 ￥60,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：なし
電源：イベント版
Wi-Fi：なし
飲食：要相談
物販：可能

利用可能時間

11:00～23:00

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 23:00~翌11:00
設営・撤去可能時間：全日 23:00~翌11:00

過去実施イベント

インスタレーション/商品展示等

最低保証



■10Fパブリックスペース 貸出可能スペース
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貸出可能スペース
（約25㎡ ）



■11Fパブリックスペース

日本の豊かな食文化とおもてなしを体感できるダイニングフロアにあるパブリックペース。

エレベーター前に位置し、大人のおもてなしを体感できる新しい社交場としてアプローチが可能です。
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※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。
その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※パブリックスペースのため、完全にスペースをクローズしての実施は不可となります。
※飲食を伴う催事は、施設側への確認と主催者側での保健所への確認が必要となります。

面積

約20㎡

料金

平日 ￥50,000/日 (税別)
土日祝 ￥90,000/日 (税別)

物販：売り上げの20％
平日 ￥30,000/日 (税別)
土日祝 ￥60,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：なし
電源：壁コン(15A)1口
Wi-Fi：なし
飲食：要相談
物販：可能

利用可能時間

11:00～23:00

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 23:00~翌11:00
設営・撤去可能時間：全日 23:00~翌11:00

過去実施イベント

インスタレーション/商品展示等

最低保証
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貸出可能スペース
（約20㎡ ）

■11Fパブリックスペース 貸出可能スペース



■3Fインフォメーション前（東エレベーター横）

地上から直通エスカレーターで当スペースにご来館いただけるため、交通量・視認性の高いスペースとなっております。
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※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

約1,600mm

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。
その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

※パブリックスペースのため、完全にスペースをクローズしての実施は不可となります。

面積

約5㎡

料金

平日 ￥40,000/日 (税別)
土日祝 ￥60,000/日 (税別)

物販：売り上げの20％
平日 ￥30,000/日 (税別)
土日祝 ￥50,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：なし
電源：なし
Wi-Fi：なし
飲食：不可
物販：可能

利用可能時間

11:00～21:00

搬入搬出

搬出入可能時間：全日 21:00~翌11:00
設営・撤去可能時間：全日 21:00~翌11:00

過去実施イベント

抽選会/商品展示

最低保証



■3Fインフォメーション前（東エレベーター横） 貸出可能スペース
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貸出可能スペース
（約5㎡ ）



■6F東エスカレーター横

ファッショングッズが揃う6Fイベントスペースです。

東エスカレーター・東エレベーターの近くに位置しているので、お客様へアプローチのよいスペースです。
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※運営上の規制がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせください。

約15㎡

※上記の料金はスペース料金になります。（消費税別途）
設営・本番・撤去に際し、会場管理者の立ち会いが必要です。別途料金が発生いたします。
その他付帯設備など使用する場合は別途料金が発生いたします。

面積

約15㎡

料金

平日 ￥50,000/日 (税別)
土日祝 ￥70,000/日 (税別)

物販：売り上げの20％
平日 ￥20,000/日 (税別)
土日祝 ￥40,000/日 (税別)

設備

照明：常設
音響：なし
電源：壁コン(15A)2口
Wi-Fi：なし
飲食：不可
物販：可能

利用可能時間

11:00～23:00

搬入搬出

搬出入可能時間：平日･土 23:00~翌10:00
日 ･ 祝 21:00~翌10:00

設営・撤去：平日･土 23:00~翌10:00
可能時間 日･ 祝 21:00~翌10:00

過去実施イベント

ポップアップストア/商品展示

最低保証



■6F東エスカレーター横 貸出可能スペース
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※設計時の図面のため、実際のレイアウトと異なる場所がございます。必ず現状をご確認の上、ご検討ください。

貸出可能スペース
（約15㎡ ）



■立会料金・付帯設備料金
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◆イベントスペースご利用に伴い発生する料金は、

スペース料金以外に別途、立会料金が発生いたします。

◆付帯施設をご利用の場合は別途、付帯施設料金が発生いたします。

※管理費10％別途。消費税別途。

※各管理者の必要人数は実施内容により事務局が決定いたします。

※各オペレーターが必要な場合は、お申し付けください。

実施内容により別途お見積りいたします。

※利用確定後のキャンセルについては、ご利用開始日を起算日として

所定のキャンセル料金を申し受けます。

利用料

単価（税抜き）

￥7,500/ｈ

￥5,000/ｈ

PT-DW830LK 150インチ 現在ご利用いただけません

PT-DW830LK 300インチ 現在ご利用いただけません

別途お見積りいたします

16.24㎡

プロジェクター
RF グリーンサイド

RF ウォーターサイド

イベント電源盤 キリコテラス

名称 使用可能場所 品名及び仕様

B3階会議室① 24.47㎡
※全面利用の場合

は合算となります。
B3階会議室②

＜立会料金＞

＜付帯設備料金＞

設営・本番・撤去 各 ¥60,000

深夜早朝手当 ¥10,000

設営・本番・撤去 各 ¥60,000

深夜早朝手当 ¥10,000

設営・本番・撤去 各 ¥60,000

深夜早朝手当 ¥10,000

設営・本番・撤去 各 ¥60,000

深夜早朝手当 ¥10,000

設営・本番・撤去 各 ¥60,000

深夜早朝手当 ¥10,000
音響オペレーター　1名

内容により別途お見積りいたします

※23：00～7：00にかかる場合

照明オペレーター　1名
（※照明プラン設計費別途）

内容により別途お見積りいたします

※23：00～7：00にかかる場合

音響管理者　1名
※23：00～7：00にかかる場合

照明管理者　1名
※23：00～7：00にかかる場合

※23：00～7：00にかかる場合
会場管理者　1名

名称
利用料

備考
単価／回（税抜き）



■イベントスペースのお申込みから実施まで①
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◆空き状況や実施に関するご質問等については、随時お問い合わせください。

◆お問い合わせはメールのみ承ります。

※仮予約は出来ません。

◆概要を記した企画書を事務局までご送付ください。

場所や日程・目的・企画内容・主催者・運営スキーム・イメージ図など

◆お申込者（主催者）さまの選定には、事前審査がございます。

※実施希望日の45日前まで受付けいたします。

◆企画書を受理したのち、お申込者（主催者）さま及び企画内容を

審査させていただきます。内容により1~2週間お時間を頂きます。

◆審査結果は、事務局よりメールにて、ご連絡させていただきます。

※内容により、事前にお打合せをお願いする場合がございます。

◆審査通過後、利用申込み前に会場下見/実施打合せを行います。

◆その際に催事内容の詳細について企画書を基にご説明いただき、

こちらからは館内ルール/会場費・立会費についてご案内いたします。

④催事内容お打合せ、利用ルールご案内

③書類審査結果のお知らせ

②企画書のご提出／書類審査

①お問い合わせ

実施45日前

◆事務局より「東急プラザ銀座 イベント利用申込書兼仮発注書」を送付いたしますので、

実施日の30日前までに必要事項をご記入いただきご提出ください。

◆ご提出いただいた「東急プラザ銀座 イベント利用申込書兼仮発注書」を基に、

御見積書を発行いたします。

※ 「東急プラザ銀座 イベント利用申込書兼仮発注書」のご提出をもって、

正式申込/利用確定となります。ご提出いただけない場合は、

当施設はご利用いただけません。

※正式申込/利用確定後のキャンセルについては、

ご利用開始日を起算日として下記の通りキャンセル料を申し受けます。

⑤正式申込み/御見積書の発行

◆下記期日までに、各種資料をご提出ください。

・実施日の30日前まで：

最終運営マニュアル、最終レイアウト図面、実施体制図、タイムスケジュール、

施工プラン、電気配線図等、及び関係諸官庁等申請書類

・実施日の15日前まで：

各種入館申請書

※各種資料をご提出いただけない場合は、

お申込者（主催者）さまのご都合によるキャンセルと判断いたします。

⑥催事利用に伴う各資料等のご提出

実施30~15日前
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◆ご提出いただいた資料を基に最終見積書と発注書を発行いたします。

◆実施日の15日前までに、発注書に必要事項をご記入、

ご捺印いただきご提出ください。

※発注書をご提出いただけない場合は、

お申込者（主催者）さまのご都合によるキャンセルと判断いたします。

⑦最終御見積書/発注書の発行・ご提出

◆ご請求書を発行いたします。

◆実施日の10日前までにご請求金額を弊社指定口座へお振込みください。

ご入金後メールでのご連絡をお願いいたします。

※お振込みが確認できない場合は、

お申込者（主催者）さまのご都合によるキャンセルと判断いたします。

※ご入金後に追加で発生した費用に関しては事後精算とさせていただきます。

⑧料金のお支払

※ご提出いただいた各種資料と実施される内容が大幅に異なる場合、
内容の変更または、イベントの実施をお断りさせていただく場合がございます。

◆設営・本番・撤去時は、各管理者の指示に従ってください。

◆実施時の安全管理及び来場者の整理誘導等、

実施運営はお申込者（主催者）さまにて行ってください。

◆ご利用後は、貸出時の原状復帰をしてください。

⑨実施

実施10日前 実施当日

利用確定からご利用開始日の

61日前まで
料金の50％

ご利用開始日の60日前から

31日前まで
料金の80％

ご利用開始日の30日前から 料金の100％

キャンセル料金
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※使用する場合は、別途使用料が発生する設備がございます。
※プロジェクターは、夜間のみ使用可能です。（現在ご利用いただけません）
※メンテナンス期間など、使用できない場合がございます。

常設設備
屋上テラス

グリーンサイド
屋上テラスゾーン
ウォーターサイド

音響 スピーカー
● ●

屋上Aゾーン専用放送可能 屋上Bゾーン専用放送可能

映像

プロジェクター
現在ご利用いただけません 現在ご利用いただけません

照射方式
－ －

照明 演出照明
× ×

イベント電源
● ●

1Φ3W  100-200V 50KVA 1Φ3W  100-200V 50KVA

給排水
× ▲

仮設ブース有
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【搬出入車両制限および荷捌き場】

【警備・清掃に関して】

【施工及び撤去作業に関して】

【イベント開催中に関して】

・搬出入可能車両サイズ
→ 全幅1,770ｍｍ×全長4,940ｍｍ×高さ3,000ｍｍ 2ｔショートまで

・搬出入可能車両重量
→ 積載重量 2t

・搬出入エレベーターサイズ（EV-７）
→ （かご内寸法）間 口 1 , 8 6 6 × 奥 行 1 , 4 8 4 × 高 さ 2 , 5 0 0 m m

（天 井 ト ラ ン ク D 5 0 0 ・ H 5 0 0 m m 有 ）
（出入り口寸法）間口1 , 2 0 0  × 高さ 2 , 3 0 0 m m
（積載荷重） 1 , 6 0 0 k g （定員 2 4 名）

・荷捌き場
→ 荷捌き場は１階駐車場入り口より、地下４階荷捌き場へ移動。

荷捌き場車両スペースより、バックヤードエレベーター
（EV-7）を利用して、搬出入を行うこと。
駐車可能時間は入庫から20分以内となります。
朝8：30～11：00はテナント商品搬出入の為、
荷捌き場をご利用いただけません。

・ 警備に関しては当社指定の警備会社にご依頼ください。
（東急コミュニティー）

・ 清掃を別途依頼する場合はご相談ください。

・搬入出の際は、必ず指定場所に養生をお願いします。
木工造作等を行う際は、埃の対策を徹底してください。

・キリコテラスの家具を移動させる際は十分に注意をし、
作業を行ってください。また、終了後は必ず原状復帰をお願いします。

・大きな音を伴う作業（設営及びリハーサル等）については、
営業時間外に行ってください。

・イベント開催中は必ず責任者が常駐していただき、
イベント開催中の清掃についてはお申込者（主催者）様側で対応してください。

・イベント・催事により発生する廃棄物は（お客様がお捨てになられるゴミを含む）は、
原則お申込者（主催者）様側にて処理して頂きます。

・プレス関係者様がご来場される際は事前に導線計画をお作り頂き、
車輌は当施設駐車場をご利用ください。
施設周辺の路上駐車（荷下ろし等の一時停車含む）は一切禁止とします。

・芸能人や著名人がご来場される際は事前に導線計画をお作り頂き、
入退館は基本地下からとします。


