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Ａ．利用申込みから開催まで

利用開始日の４ヶ月前以降に
予約の受付をされた場合

■ 施設利用申込書を予約受付から１週
間以内にご提出ください。記載内容
を確認後、当社から申込書（控）を
返送いたします。

1．利用申込手続き・使用料金
　お申込みから開催までの流れは以下をご参照ください。また、「幕張イベ
ントホール利用規約」（別紙）の遵守をお願いいたします。
　使用料金に関しては、「幕張イベントホール使用料金表」・「幕張イベント
ホール付属備品使用料金表」（別紙）をご参照ください。

お申込みから利用終了までの流れ

お問合せ・空き状況照会・予約受付

◆営業課　TEL：043-296-0515
　　　　　受付時間　平日9：00〜17：30

施設利用申込書のご提出

予約受付より１ヶ月以内にご返送ください。
◆事業第一課　TEL：043-296-0506
　　　　　　　受付時間　平日9：00〜17：30

施設使用料金のお支払い（1回目）

利用日の４ヵ月前までに施設使用料金の30%を
お支払いいただきます。

利用承認

ご入金を当社が確認した時点で利用承認となり、
施設利用契約の成立となります。

利用日の約1ヶ月前までに打合せを開始させてい
ただきます。

会場利用計画等の打合せ

施設使用料金のお支払い（2回目）

利用日の2週間前までに施設使用料金の残額を
お支払いいただきます。

利用日（設営、開催当日、撤去）

付帯料金等のお支払い（3回目）

当社指定日までに付帯料金等の全額を
お支払いいただきます。
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2．利用計画の打合せ
（1） 利用打合せ

（2） 打合せ事項

利用開始日の１カ月前までに打合せを始めさせていただきます。

お打合せいただく項目は次のとおりです。
①施設利用計画

・催物内容
・催物スケジュール
・施設利用計画
・利用付帯設備及び備品（音響・照明・舞台・電気工事・空調他）
・搬入出、設営撤去計画
・催物運営計画及び警備計画
・その他必要事項

②関係機関への届出
・警察署
　「催物開催届」
　（添付書類：催物概要資料、会場平面図、警備員等配置図各２部）
・消防署
　「催物開催届」
　（添付書類：催物概要資料、会場平面図、自衛消防隊組織表各３部）
　「防火責任者選任届」（添付書類：有資格者証写し３部）
　「禁止行為解除承認申請書」
　（添付書類：禁止行為を行う場所を明示した平面図、裸火・危険物品は
　その仕様書各３部）
・保健所「食品営業許可申請」等
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3．関係機関への届出
　催物開催に際し、その内容に応じて関係諸機関への届出が必要です。事
業第一課に概要をご相談の上、法令等で定められた届出事項や、利用及び
計画実施に関する必要事項について、定められた期日までに、利用者にお
いて届出及び許認可の申請を行ってください。
①消防署への届出に際しては、事前に関係書類一式を当社へご提示の上、

当施設防火管理者の確認印が押されたものをご提出ください。
②消防署以外の機関への届出については、その機関への申請書等の写しを

事業第一課にご提出ください。なお、届出先所在地・連絡先は表１のと
おりです。

（表 1）

関係官庁 所　在　地 ＴＥＬ 担当課 内　　　容 期日等

千葉西警察署 〒261-0011
千葉市美浜区真砂2-1-1 043-277-0110 警 備 課 催物開催届 1 ヵ月前まで

千 葉 市
美 浜 消 防 署

〒261-0011
千葉市美浜区真砂5-15-6 043-279-0196 予 防 課

予 防 係
催物開催届
禁止行為解除承認申請書等 20日前まで

千葉市保健所

〒261-8755
千葉市美浜区幸町1-3-9
千葉市総合保健医療セン
ター２階

043-238-9934 食 品 安 全 課
食 品 指 導 係

食品取扱届
食品営業許可申請
イベント実施計画書等

事前相談を早目に
申請は１週間前ま
でに

千葉税関支署
〒261-0024
千葉市中央区中央港1-12-2
千葉港湾合同庁舎２階

043-241-6303
043-241-9526
043-241-8964
043-241-8965

総 務 課
保 税 部 門
通関第１部門
収 納 課

職員の派出申請
保税事務関係
搬入手続関係
積戻し手続関係
保税展示承認手続関係

休日の要員確保の
ため早めに連絡
特別の事業が予測
されるときは早目
に相談

千葉西税務署 〒262-8502
千葉市花見川区武石町1-520 043-274-2111 法 人 課 税

第 一 部 門 酒類販売業免許申請等 ２週間前まで

（一社）日本音
楽著作権協会
（JASRAC）

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-17-1
日本生命新宿西口ビル10Ｆ

03-5321-9881 東京イベント・
コンサート支 部 音楽著作使用許諾申込書等

至新検見川駅

西警察署 千葉銀行

千葉税関

ハロー
ワーク

市役所

保健所

千葉みなと駅 至蘇我

至千葉駅

R357 R14

JR 京葉線

美浜消防署
（区役所隣り）

検見川浜駅

至東京

海浜幕張駅

幕張メッセ

海浜病院

R357
R14

花
見
川

公
園

ポート
アリーナ

東関東自動車道
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B．利用上の注意事項

1．利用者の責務
（1） 関係法令等の遵守

（2） 管理責任

（3） 損傷等の届出と
　　賠償責任

（4） 保険の加入

（5） 利用権利譲渡の
　　禁止

（6） 宅配便等の受理

当施設を利用するにあたり、関係法令並びにこの利用マニュアルに定め
られた事項を遵守するとともに、関係者、来場者等に対しても周知徹底し
てください。

①利用期間中に会場内で発生した事故は、すべて利用者に責任を負ってい
ただきます。したがって、利用期間中、施設及び付帯設備の保全に万全
の注意を払うとともに、会場内の秩序維持、搬入出整理、来場者の安全
確保に責任をもって必要な措置を講じてください。

②会場内の展示品、使用機器等については、利用者に保管の責任を負って
いただきます。盗難・紛失等が発生しないよう十分な対策を講じてくだ
さい。

③催物の開催中、電気・水道設備の維持管理は、利用者において施工業者
を現場に配置し、万一事故が発生しても即対応できるようにしてください。

施設及び付帯設備、備品等の利用に際し、これらをき損・汚損・滅失し
たときは、直ちに事業第一課にその旨を届出てその指示に従ってください。
また、き損・汚損・滅失した施設等は利用者の責任において原状回復するか、
その損害を賠償していただきます。

損害保険への加入をお勧めします。

利用権利の譲渡又は転貸はできません。

宅配便及び郵便物の受理は、当社では原則としていたしませんので、利
用者側で受取りをお願いいたします。発送の際は、利用施設（幕張イベン
トホール）、催物名、受取者名等を必ず明記の上、利用期間中に届くようお
願いいたします。
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2．催物運営上の注意事項
（1）  利用時間

（2） 共用スペースの
　　取扱い

施設の利用時間は、利用開始時刻より連続した12時間となります。これ
を超える場合は、超過料金が発生致します。また、８時以前及び22時以降
の時間帯のご利用については、施設使用料の他に時間に応じた管理立会い
料が別途発生致します。

なお、設営・リハーサル・撤去・清掃等の作業も利用時間内に行ってく
ださい。

当施設内共用スペースは施設利用承認の対象外となっており、利用者側
で仮設物（受付・案内所・案内サイン・のぼり・販売スペース等）の設置
は原則できません。共用スペースにやむをえず仮設物を設置する必要があ
る場合には、事前にご相談ください。

（3） 施設の開閉

（4）搬入出

（5） 重量物の展示

施設の開閉は、当施設担当者が行いますので、利用打合せ時に開閉時間
をお知らせください。また、鍵の貸出は原則として行いませんので、利用
期間中の各所の開閉についても当施設担当者にご連絡ください。

なお、ご利用期間中は、幕張イベントホール内幕張メッセ控室に直接ご
連絡ください。（内線4100・P.20図面参照）

①車輌進入路については、当施設が指示するゲート・経路に従っていただ
きます。

②幕張イベントホール内に進入できる車輌は、総重量30t（車輌重量＋積載
重量）以下です。タイヤ式であり４車輪以上のものに限ります。

③南エントランスを搬入出で使用する場合は、必ず床面養生を行ってくだ
さい。

④アリーナ南北の床面ピット蓋には、施工及び車輌の乗り上げは禁止します。
⑤当施設内サービス通路は一方通行です。関係者への周知徹底をお願いし

ます。
⑥重量物の搬入出・据付設置は、床面に集中荷重がかからないよう分散措

置をとっていただきます。また、いかなる場合においても、クレーンの
アウトリガーを直接床面に置かずに必ず養生してください。なお、ク
レーンを操作するにあたっては、構造躯体・吊物設備を損傷しないよう
十分注意して操作するようお願いいたします。

⑦搬入出導線（P.₉搬入出導線図参照）
　※ 展示ホール７・８の利用がある時は、東１ゲートが共用となる場合が

あります。

幕張イベントホール内アリーナ面の許容荷重は0.5ｔ/㎡です。総重量４ｔ
を超える重量物の展示や実演を伴う場合は、事前にご相談ください。
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（6） 物品・食品の販売

（7） 清掃

①幕張イベントホール以外のスペースにおける物品販売は原則認めません。
②飲食品の取扱いについては、千葉市保健所へ食品営業許可申請書等を提

出するとともに、その写しを当社へ提出してください。
③酒類を販売される場合は千葉西税務署へ届出が必要となります。

①幕張イベントホール内の清掃とゴミ処理は、利用者の責任と費用負担に
おいて行ってください。

②催物会期中、共用部及び外構の清掃は、当社が一括して行いますので別途、
所定の費用負担（共用部清掃料）をお願いいたします。

③展示物の搬入出及び装飾等の設営・撤去時の残材や廃材・梱包材・紙屑
等は、会場内に放置せず毎日完全に処理・搬出し、廃棄物（ゴミ）の減
量化にご協力ください。出展者及び工事関係者の方々への周知徹底をお
願いいたします。

④会場内清掃及び廃棄物に関するお問い合わせ・ご相談は、施設内の千葉
県ビルメンテナンス協同組合（P.11表２参照）でもお受けいたしますの
でご利用ください。

（8） 警備

（9） 防火・防災

①混雑・盗難・火災等の事故防止に万全を期するため、利用期間中は必ず
警備担当係員を配置するか、警備会社に委託して会場警備を行ってくだ
さい。

②催物開場時刻前の来場者の整理についても、利用者側で責任を持って行っ
てください。

③利用計画打合せの際に、利用者にて作成した催物対応警備計画をもとに
事業第一課と打合せを行ってください。

④ご利用いただく車輌進入用ゲートの開放時には、必ず警備員もしくは警
備担当係員を配置し、催物の安全管理を図ってください。（P.₉参照）

⑤搬入出車輌の整理、幕張イベントホール用関係者駐車場の確保について
は利用者側で行ってください。

①自主防火管理
　幕張メッセでは、会場内における災害の未然防止と来場者の安全確保
を図るため、自主防火管理体制をとるとともに、施設利用にあたっての
防災指針を定めております。利用者は防災指針を遵守し、併せて出展者
等関係者への周知徹底をお願いいたします。

②防火責任者
　催物にかかわる防火責任者を選任し、当施設防火管理者並びに所轄消
防署への届出が必要です。防火責任者は、利用期間中常駐し責任を持っ
て利用施設の火災予防に努めるとともに、特に終業時の火元点検を確
実に行ってください。利用者側事務局に防火管理の資格を有する方がい
ない場合は、関係者に防火責任者を委任されてもかまいません。ただし、
委任状が必要となります。

③自衛消防隊
　幕張メッセでは、自衛消防隊を設置して非常時に備えています。利用
者においても、催物の規模に応じて独自の自衛消防隊を組織し、災害発
生時には幕張メッセ自衛消防隊の指揮のもとに、通報連絡・避難誘導・
初期消火・救護等の任務を遂行していただきます。
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（10） 駐車場

④火気（裸火）の使用
　幕張イベントホールでの火気の使用は原則として禁止していますが、
火気を使用する必要のあるときは、防災指針に記載された使用条件によ
り所轄消防署の承認を得たものに限り使用することができます。

⑤危険物品持込み
　危険物品の持ち込みは原則として禁止していますが、展示上及び演出
効果上必要な場合は、防災指針に記載された条件により、所轄消防署よ
り承認を得て必要最小限の範囲で持ち込むことができます。

⑥喫煙所の設置
　当施設内は、健康増進法第25条による受動喫煙防止の措置がとられる
場合などを除き、禁煙とします。喫煙所を設置する場合は、防災指針「Ⅳ.喫
煙所の設置要領」を遵守してください。

①敷地内関係者駐車場
　敷地内駐車場は、催物関係者用としてご利用頂けます。幕張イベント
ホールのご利用にあたり34台（普通車換算）の駐車スペースがあります
ので、この範囲でご利用ください。なお、範囲以上に必要な場合や一般
来場者用としては、幕張メッセ駐車場（有料）をご利用願います。

②幕張メッセ駐車場
　幕張メッセに隣接した有料駐車場があります。

開場時間　８時～ 23時（但し入場は８時～ 21時）
自動二輪 普通車 大型車

収 容 台 数 50台 5,464台（うち身障者用51台） 116台

料金（税込） 200円 1,000円 4,100円

＊料金は１日１回の利用料金です。（退場時支払）
＊身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
は駐車料金が無料となります。出場の際、料金所で手帳をご提示ください。
幕張メッセ駐車場と国際展示場（西エントランス）は、幕張メッセ駐車
場連絡橋で結ばれております。

③後納駐車券利用の申込み
　幕張メッセ駐車場の駐車料金は、催物主催者が後納駐車券を発行する
ことにより、催物開催終了後の一括払いができます。後納駐車券の発行
に際しては、㈱幕張メッセの承認が必要となりますので事前にご相談く
ださい。
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（11）サービス施設 ①　レストラン
名称 内　　容 場所 席数

ロイヤル
ガーデンコート

ラーメン、カレー、丼等のレストランです。
おいしいコーヒー、軽食もご用意しております。

中央モール
展示ホール２前 約 300 席

セントラル
キャフェテリア 洋食主体のキャフェテリアレストランです。 中央モール

展示ホール６前 約 250 席

（場所：Ｐ. 19参照）

②　売　店
名称 販売品目 場所

ニューウェーブ
イベントホール店 軽食、飲料等 イベントホール内

２階 南ロビー

ニューウェーブ 食品、日用品、文具類、おみやげ品 中央モール
展示ホール１前

ニューヤマザキ
デイリーストア

食品、日用品、文具類、千葉県土産品、切手・はがき類、
宅配サービス等 中央エントランス

カレースタンド カレー各種 中央エントランス

デイリーヤマザキ 食品、日用品、文具類、千葉県土産品、切手・はがき類、
宅配サービス等

エスプラナード
展示ホール９前

幕張メッセ
ビジネスセンター

コピー（大型・モノクロ・カラー）、FAX 送受信、製本、
DPE、データ出力、宅配サービス、消耗品販売等 中央エントランス

＊施設内常設レストラン・売店の営業時間につきましては、催物の状況に
よって変わります。詳しくは下記までお問い合せください。

　㈱幕張メッセ　TEL 043-296-0001 (代)
③　自動販売機
 飲料自動販売機
 たばこ自動販売機

（各展示ホール、中央モール、エスプラナード等に設置）

④　コインロッカー （P. 19 参照）
⑤　ATM （中央エントランス）
⑥　授乳室 （中央エントランス）
 授乳ブース３ヵ所、調乳器１台、オムツ交換台２台
⑦　メッセ・トラベルサービス＜MTS＞（国際会議場１階㈱幕張メッセ内）

主催者、出展者、関係者の皆様を対象にホテルやアフターコンベンショ
ンの手配等を行います。お気軽にご相談ください。

 TEL 043-296-0551　FAX 043-296-0529
⑧　フリー Wi-Fi
　　国際展示場２F 中央モール、中央エントランス、エスプラナード及び

国際会議場１～３階ロビーで、フリー Wi-Fi（Makuhari Messe Free 
Wi-Fi）をご利用いただけます。

（12）飲食共通利用券 　施設内の常設レストラン・売店及び周辺ホテル・レストランにて共通に
ご利用いただける「幕張新都心飲食共通利用券」を発行しています。催物
にてご利用の際には事前に手続きが必要となりますので、下記までお問い
合せください。
　㈱幕張メッセ　施設サービス課
　TEL 043-296-0525　FAX 043-296-0529
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3．工事施工上の注意事項
（1） 舞台工事・装飾作業 舞台及び展示装飾物は地震時でも転倒、落下等により来場者の避難及び

消防活動等初動処理の障害とならないよう、安全に施工してください。
①会場の避難通路

　会場内には必要避難通路を確保し、避難口に直結させてください。
非常口、通路その他避難のために使用する場所には、避難の支障となる
一切の物を設置することはできません。
○コンサート・集会等、座席設置の場合

壁面後退幅３ｍ、客席ブロック間の縦横通路（消防法の指導による）
を確保。（客席数に関しましては様々な規則があります。予め担当者に
ご相談ください。）

○展示会・見本市等、小間割りの場合
主要避難通路幅４ｍ、補助避難通路幅３ｍを確保。

②展示装飾物
　会場内放水銃の放水障害、又は煙感知器の感知障害となる天井張り、
屋根、２階建ての展示物・装飾物等を設けるときには、事前にご相談く
ださい。場合により所轄消防署への届出が必要となります。

③装飾作業
　装飾作業を行うにあたっては、利用計画打ち合わせ通りに施工する
ようにお願いします。また、会場の管理運営に支障を生ずる騒音、振
動、臭気、煙等を発する工事は原則として禁止します。装飾材料は不燃性、
準不燃性、難燃性のものの使用につとめてください。やむをえず可燃性
のものを使用する場合には、防炎処理した品物を使用してください。特に、
床面上のカーペット、カーテン、布製ブラインド、展示用合板等は、防
炎処理を施したもののみ使用可能です。

④養生
　施設をき損、汚損あるいは漏水する恐れのある場合は、予め養生して
ください。

⑤直接工作の禁止
　床面、天井、壁、柱、扉、窓、ガラス、梁等は以下の直接工作を禁止します。
●アンカーの使用
○釘、鋲打ち
○削り、掘削、切断、ガス溶断、はつり
○ペンキ等の塗料塗り
○接着剤を塗布しての貼付

⑥天井からの吊り下げ
　天井からの吊り下げは、天井の吊りフック（耐荷重：１ｔ／ヶ所）及
び梁の交点をご利用ください。総重量は30ｔ迄となります。取り付け取
り外しにあたっては高所作業車が必要です。
　吊り下げの位置及び荷重については、必ず事前にご相談ください。
　吊り下げを行う場合は、必ず事前に各吊りフックの負荷重量及び総重
量が記載された吊物図面を提出してください。
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（2） 電気工事

（3） 電話工事・
 その他の回線工事

⑦ネオンサイン
　ネオンサインの設置は原則として禁止しますが、やむをえず設置する
場合には事前にご相談ください。設備容量２ＫＶＡ以上のネオン管灯設
備は、消防署への届出が必要です。

工事の施工にあたっては、利用計画の打合せにおいて承認された方法に
より施工してください。また、施工業者にもこの旨徹底を図ってください。
①工事に当たっては、当施設自家用電気工作物保安規定のほか、電気事業法・

電気設備技術基準等の関係法令に基づき、遺漏のないよう施工するとと
もに、当施設電気主任技術者の指示に従い施工してください。

②工事が完了したときは、通電に先立ち自主点検を行い、安全を確認し、
メガリングテスト及びアースチェック実施後検査結果を報告、確認を得
た上でなければ回路に通電できません。

申込み方法
①　出展者からの臨時電話（アナログ回線、ISDN回線）申込みを主催者で

まとめ、ＮＴＴ東日本−南関東　千葉事業部に架設工事手続きを行っ
てください。

 ＮＴＴ東日本−南関東　千葉事業部　オフィス営業部　ビジネスコン
タクトセンタ　TEL 043-296-4072　FAX 043-299-2170

 E-mail：messe_uketsuke@ml.chiba.east.ntt.co.jp
 ＊申込みは、ご利用開始日の１ヶ月前までにお願いいたします。
 ＊料金（使用料、通話料、工事費）は、一括して申込者に請求されます。
②　インターネット回線については下記へお問い合せください。
 ㈱幕張メッセ　通信回線担当
 TEL 043-296-0493　FAX 043-296-0492
 E-mail：messe-kaisen@bz.plala.or.jp

催物運営・設営工事等関係機関連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表２）
名　　　称 所　在　地 電話番号 担当窓口 内　　　　　容

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 − 南 関 東
千葉事業部　オフィス営業部
ビジネスコンタクトセンタ

〒 262-0032
千葉市花見川区幕張町5-417-118
幕張ビル２階

043-296-4072 ビジネスフ
ロント担当 臨時電話の設置

Ｎ Ｔ Ｔ 緊 急 連 絡 先 ─ 113 故障復旧係 臨時電話の故障に関する問合せ

千葉県ビルメンテナンス
協　　 同　　 組　　 合

〒 261-0023
千葉市美浜区中瀬 2-1 043-296-0534 営　業　部 ホール内清掃の契約

（公社）千葉県看護協会 〒 261-0002
千葉市美浜区新港 249-4 043-247-6371 事業第二課 看護師の斡旋
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C．施設・設備概要

1．建　物
鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造地上３階
建築面積　9,357㎡
延床面積　15,582㎡

2．施　設
（1） アリーナ

（2） 客　席

形　　　状　南北40ｍ東西80ｍ（可動席収納時）最高天井高27ｍ
面　　　積　3,098㎡
床　　　面　コンクリート床防塵塗装
制限床荷重　１㎡当り0.5t
搬 入 出 口　南搬入出口（総重量30tまで乗入れ可）
　　　　　　北搬入出口（総重量30tまで乗入れ可）
　　　　　　幅4.5ｍ高さ3.8ｍ

固　定　席　3,948席（内ボックス席60席）
可　動　席　912席（456席×２）
仮　設　席　アリーナ面約3,000席
＊ 可動席・アリーナ仮設席の使用料については「幕張イベントホール使用料金表」を

ご参照ください。

（3） 諸　室
室　名 面積 付　　帯　　設　　備

控　 室　 １ ＊ 45㎡
テーブル４、椅子 12、電話（ダイヤルイン 043-296-0514）
放送機器（呼出放送用マイク）、監視用モニター１、TV １
コピー機１、ロッカー１、冷蔵庫１、電子レンジ１

控　 室　 ２ ＊ 40㎡ テーブル 4、椅子 12、内線電話１

控　 室　 ３ ＊ 95㎡ テーブル 8、椅子 39、内線電話１

控　 室　 ４ ＊ 125㎡ テーブル 8、椅子 44、内線電話１

控　 室　 ５ ＊ 95㎡ テーブル 8、椅子 24、内線電話 1

特 別 応 接 室 ＊ 62㎡ テーブル 1、ソファー６、内線電話１、TV １

リハーサルルーム 320㎡ 内線電話２、ロッカー３

シ ャ ワ ー ル ー ム ２室 シャワー：男性用４、女性用６（リハーサルルーム内）

救 護 室 １室 ベッド２、車椅子２、担架１

湯 　 沸 　 室
控室2前 電気加熱型給湯タンク１、洗台１
リハーサル
ルーム前 電気加熱型給湯タンク１、洗台１、冷蔵庫１

＊印の諸室は、イベントホール基本使用料に含まれておりません。
・上記諸室内は、電子タバコを含めすべて禁煙です。
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3．設　備
（1） 音　響

（2） 照　明

（3） 吊　物

（4） 電源盤

（5） 放　送

（6） 空　調

（7） 防　災

メインクラスタ１（昇降可能）
分散クラスタ12（昇降可能） 天井スピーカー 12
＊その他の音響設備に関しては、当社担当者にご相談ください。

照　　度：アリーナ1,500LX 諸室400LX
特殊照明：スポットライト、ピンスポットライト他
＊その他の照明設備に関しては、当社担当者にご相談ください。

①バトン：P.14表３参照
②吊フック、梁
　吊フック：天井内100 ヶ所制限吊荷重１t/ １ヶ所
　梁：指定箇所において制限吊荷重１t/ １ヶ所
　＊総重量：30ｔ迄　
　＊吊り下げの位置及び荷重については、必ず事前にご相談ください。

①負荷容量：P.15表４参照
②場　　所：P.20 ～ 22図面参照
　＊電源設備の詳細については、必ず事前にご相談ください。

控室１：呼出専用マイク（固定）

全館冷暖房完備
運転系統：アリーナ（含む客席）、ロビー、控室１・２・特別応接室、
控室３、控室４、控室５、リハーサルルーム

放水銃１基（高さ12ｍ）
屋内消火栓13 ヶ所
消火器常備
光電式分離型煙感知器（天井）

（8） 仮設階段

（9） 諸室内Wi-Fi

（10） 吸音幕

アリーナと２階客席を直接結ぶ階段を２基保有（有料）
ご利用の際は当社担当者にご相談ください。

各諸室内に完備（有料）
ご利用の際は当社担当者にご相談ください。

南北面で１セット、東面で１セットを保有（有料）
ご利用の際は当社担当者にご相談ください。
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吊物（バトン・トラスバトン）詳細表　　　　　　　　　　　　　　（表３）
名称 長さ (mm) 荷重 (kg) 飛びの高さ (mm)

CB-1 25,754 780 19,800

CB-2 25,754 780 17,700

CB-3 25,754 780 15,200

CB-4 25,754 780 13,000

CB-5 20,900（直線）23,124（全長） 780 11,800

CB6・7 11,500 360 18,000

L-1 8,485 320 17,700

L-2 8,485 320 15,800

L-3 8,485 320 13,000

L-4 8,184 320 17,700

L-5 8,184 320 15,800

L-6 8,184 320 13,000

L-7 8,485 320 17,700

L-8 8,485 320 15,800

L-9 8,485 320 13,000

L-10・11 8,485 320 22,500

L-12・13 8,184 320 22,500

K-1・2 11,412 200 21,000

K-3 ～ 6
10,000 320 21,400

＊２Ｆ客席３列目より 19,000

UH-1・3 8,485 350 12,000

UH-2 8,184 350 13,500

L-14 8,485 320 18,900

L-15 8,184 320 18,900

L-16 8,485 320 18,900

SL-1・2 8,184 320 13,800

（CB：美術バトン、L・SL：ライトトラスバトン、K・UH：ライトバトン）
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電源設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表４）
［西側副電気室系統］

名　　　称
1φ3W210／105V

（最大容量500KVA）
3φ3W210V

（最大容量500KVA） 場　　　所
開閉機 負荷容量 開閉機 負荷容量

AM−101 ①3P200A
②3P200A

72KW

3P200A

70KW

西側可動席裏側壁面

AM−102 ①3P200A
②3P200A 3P200A アリーナ北側壁面

控室３ 3P60A 控室３内

AM−103 ①3P200A
②3P200A

72KW

3P200A

70KW

アリーナ北側壁面

控室２ 3P60A 控室２内

AM−104 ①3P200A
②3P200A 3P200A アリーナ北側壁面

特別応接室 平行口４口 特別応接室内

北エントランス 3P60A 16KW 北エントランス東側壁面

AM−105 ①3P200A
②3P200A

72KW

3P200A

70KW
アリーナ北側壁面

AM−106 ①3P200A
②3P200A 3P200A

控室５ 3P60A 控室５内

AM−107 ①3P200A
②3P200A 40KW 3P200A 55KW 東側可動席裏側壁面

AM−108 ①3P200A
②3P200A

72KW

3P200A

70KW

西側可動席裏側壁面

AM−109 ①3P200A
②3P200A 3P200A アリーナ南側壁面

控室４ 3P60A 控室４内

AM−110 ①3P200A
②3P200A 72KW

3P200A
70KW アリーナ南側壁面

AM−111 ①3P200A
②3P200A 3P200A

AM−112 ①3P200A
②3P200A 72KW

3P200A
70KW

アリーナ南側壁面

AM−113 ①3P200A
②3P200A 3P200A 東側可動席裏側壁面

テレビ中継盤 3P225A 40KW 南搬入口

舞台１
3P400A 72KW

西側可動席裏側壁面
3P400A 72KW

舞台２
3P400A 72KW

西側可動席裏側壁面
3P400A 72KW

舞台３
3P250A 45KW

3P100A 27KW 天井内
3P250A 45KW

舞台６
3P300A 80KW

西側可動席裏側壁面
3P300A 80KW

［東側主電気室系統］

舞台７
3P300A 80KW

東側可動席裏側壁面
3P300A 80KW

リハーサルルーム 3P60A 10KW ロールスクリーンと共有
☆音響１ 3P75A 12KW アリーナ北側壁面
☆音響２ 3P75A 12KW 東側可動席裏側壁面
☆音響３ 3P150A 24KW 西側可動席裏側壁面

メインロビー盤１ 3P100A
18KW

２階メインロビー（壁面）
メインロビー盤２ 3P50A ２階メインロビー（ガラス面）

PINルーム盤
① 3P75A 12KW

PINルーム中央
② 3P75A 12KW

☆印に関しては、専用ケーブルのみ使用可
＊電源設備の詳細については、必ず事前にご相談ください。
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D．情報提供

1．サイン
１．イベントホール横断幕

・設置場所：イベントホールメインエントランス扉上部（P.18配置図W）

5912イベントバナー（上記全面使用時）

バ
ナ
ー
サ
イ
ズ

　
ｈ
10
00

バナーサイズｗ11700

ハドメ加工　100ピッチ 5912

1
,
1
5
0

5912

1
,
1
5
0

イベントバナー（上記半面使用時）

バ
ナ
ー
サ
イ
ズ

　
ｈ
10
00

バナーサイズｗ5600

ハドメ加工　100ピッチ
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２．イベント広報板
ａ． ・設置場所：正面ロータリー脇１基（P.18配置図ＵＡ）
　　・広報板面数：外向（メッセモール側）−８面
　　　内向（正面広場側）−５面
　　・利用施設別の割当面
　　　　　　　　　外向　　内向
展　　示　　場　　６面　　４面
イベントホール　　１面　　１面
会　　議　　場　　１面　　１面

ｂ． ・設置場所：西エントランス脇壁面（P.18配置図ＵＢ）
　　・割当：施設利用者（部分利用も可）
　　・形態

＊主催者対応
　テント地
　布地をロープ等で取付

形態及び取付方法：

幕張イベントホール

１・２

３・４

外向 内向

国際会議場

11

９・

７・８

５・６

９・ ・

１・２・３

７・８

会議場/イベントホール

LED表示板

４・５・６

　＊イベント広報板割当図

　 　

【外向】 【内向】
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貸出用サイン配置図

国際展示場連絡橋



E
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E-1．施設全体図
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E-2．幕張イベントホール　1F平面図
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E-3．幕張イベントホール　2F平面図
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E-4．幕張イベントホール　3F平面図
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