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アクセス
JR中央線・総武線／東京メトロ東西線中野駅北口

JRご利用の場合
●東京駅から中央線で中野駅まで19分
●新宿駅から中央線で中野駅まで5分
●立川駅から中央線で中野駅まで31分（特別快速で22分）
●池袋駅から山手線→新宿乗り換え→中央線で中野駅まで18分

東京メトロご利用の場合
●大手町駅から東西線で中野駅まで19分
●高田馬場駅から東西線で中野駅まで6分
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中野サンプラザホール お申し込みからご利用までの流れ

　　　　　　　　　

施設利用仮予約

〔電話でも可能〕

（1ヶ月以内に本予約へ）

契約手続き完了

会場使用料の半額納入

（使用承認書発行）

利用日までに残金納入

（ホール側から請求）

利用日の2週間前までに

来館して詳細を打合せ

（技術及び客席ロビー等）

使用承認書の提示

付帯設備料金・実費精算

設備・機器等の現状復帰

①仮予約 → ②本予約 → ③残額納入 → ④事前打合せ → ⑤利用日

ホールのお申し込み

コンサート・バレエ等 原則として開催予定日の1年前の月の1日から承ります。

講演会・式典・企業イベント等 原則として開催予定日の6ヶ月前の月の1日から承ります。

催し物内容 申し込み開始

ご利用案内をよくお読みいただき、「サンプラザホール使用申込書」に必要事項をご記入ください。

①主催者情報：住所、団体名、代表者名、担当者名、電話番号、メールアドレス等

②利用年月日、利用時間（区分）

③準備開始時間、リハーサル開始時間、開場時間、開演時間、終演時間、終了予定時間等

④催し物名称、使用目的

初めてご利用になるお客様は、申込者が直接来館して手続きをおこなってください。

2回目以降は、郵送による手続きでも受け付けています。

仮予約にて申し込みを行っている場合は、原則として申し込み日より30日以内に本予約の手続きをとり、契約を切り替えてください。

本予約

■本予約（契約の成立）

・本予約は、「サンプラザホール使用申込書」に必要事項を記入し提出していただきます。

・当ホールが発行する「サンプラザホールご予約金請求書」に基づき、ホール利用料金（会場使用料）の50％、または当ホール

担当者が作成したお見積総額の50％を現金、または振込にてお支払いいただきます。　

・お振込みの場合、銀行振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。また、本予約は、銀行より入金の確認通知があ

り次第、「サンプラザ使用承認書」を発行させていただきます。

・この段階で、使用契約が成立したことになりますが、「サンプラザホール予約金請求書」の振込指定日までにお振込みの確 認

ができない場合は、ご予約をお取り消しさせていただくことがございます。

・お預かりした予約金は、総費用の一部に充当させていただきます。

受付時間

■申請書等の受付

・受付時間　10：00～18：00　　　　　　　　　　　　

・受付場所　サンプラザホール1階ホール事務所（中野通り側 楽屋入口よりお入りください。）

・住　　所　〒164-8512東京都中野区中野4-1-1 

                TEL 03-3388-2893（直通）　FAX 03-5380-5540

　　　　　　   ＊担当者が不在の場合がありますので事前に電話にて来館日時を確認してください。

利用時間及び区分

■利用時間および区分

・サンプラザホールの利用時間には、公演の準備・撤去、観客・出演者・関係者等の入館から退館まで、施設利用に要する全ての

時間を含みます。公演の円滑な進行のためにも、余裕のある計画をお立てください。例外として時間外に使用する場 合は「時間

外利用料金」をお支払いただきます。

＊利用時間以外の使用については、ご相談ください。
＊各区分を連続でご利用の場合、12：00～13：00、16：00～17：00は基本利用料金に含まれます。

区分 午前 午後 夜間 全日

9：00～12：00
（3時間）

13：00～16：00
（3時間）

17：00～22：00
（5時間）

9：00～22：00
（13時間）

利用時間

申込開始日と仮予約

・上記の催し物内容は代表的なものを表記しています。詳細はホール予約担当者にお問い合わせください。
・会場の空き状況に関しまして、ホール予約担当者にお問い合わせください。
・仮予約はホール予約担当者に申し込み、内容を合意した上で仮予約として登録させていただきます。
（電話による仮申込でも可能です。）
・施設の保守点検日等で利用できない日がありますので事前にお問い合わせください。
・仮予約は、原則として30日以内に本予約に切り替えていただきます。
・本予約は利用目的、企画内容等、使用申込書の内容を審査したうえで契約いたします。

審査

■審査書類

仮予約、または本予約の際に主催者様の経歴（略歴）書、催事内容に関する企画書、過去に開催したプログラム・パンフレット等

をご提出していただく場合がございます。

・催し物企画書、計画書、出演者資料等

・主催者・団体に関する資料（会社経歴書等）

申込手続き

■申込手続き

本予約をする場合、当ホール予約担当者へご連絡願います。「利用案内書類一式」をご送付いたします。

【送付内容】

・サンプラザホールご利用案内

・中野サンプラザ使用申込書（使用承諾書・同控えの3枚綴り）

・中野サンプラザご予約金請求書

・必要に応じて他書類
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利用日までに残金納入

（ホール側から請求）

利用日の2週間前までに

来館して詳細を打合せ

（技術及び客席ロビー等）

使用承認書の提示
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残金の支払

■利用料金（会場使用料）の残額のお支払

・契約時に、ホール利用料金表の50％、または当ホール担当者が作成したお見積総額の50％をお支払いただいていますが、利

用料金の残額のお支払を、当ホール担当者よりご提示いたします。「サンプラザ予約残金請求書」または「お見積 概算総額」に

より、開催日までに現金、または銀行振込みにてお願いいたします。

・最終確定金額と見積金額の差額は、原則として開催日の当日にご精算するものといたします。

会場利用料金

■ご利用料金は、別紙「サンプラザホール料金表」を参照願います。
 （2階席を使用しない場合、時間外料金等別紙参照。通常使用で申し込み後、変更する場合は料金の差額調整をいたします。）

付帯設備・実費

■付帯設備利用料金および実費精算

・使用した利用区分毎に付帯設備使用料及び楽屋使用料、会場時間外別途利用料等が発生いたします。

・看板、演台花、ロビーアテンダント、ピアノ調律、臨時増員人件費等は実費精算をお願いいたします。

・上記追加分は公演当日に現金でお支払いただくか、請求書発行後、後日振込みにてお支払いただくかになります。

事前打合せの時にお知らせください。

利用辞退

■利用の辞退

ご利用を辞退（キャンセル）する場合は「利用辞退届出書」を提出していただきます。

すでに納めた利用料金は申請が認められた場合以下のようになります。

＊実費総額とは辞退の時点で既に発注が終ってしまった実費請求分です。

ホールの定員

■定員の厳守

ホールの定員は消防法により定められたものです。定員を超えての入場はできませんので、催し物の周知、チケット等の配布・販

売時には定員を考慮し行ってください。定員を超えるおそれがある場合は、主催者側で入場を制限していただくこととなります。

また、関係者による立ち見も定員に入りますのでご考慮いただくようお願いいたします。

＊多目的トイレは、舞台向かって左側（下手）の1階ロビー中程にございます。

禁止事項

■禁止事項

以下の各項目は、施設内での禁止事項となっておりますのでご配慮くださるようお願いいたします。

・盲導犬・介助犬以外の犬、猫、小鳥、その他の愛玩動物、家畜類等のお持ち込み

・発火、または引火性のある物品や危険物の持ち込み

・悪臭の発するものの持ち込み

・賭博等風紀を乱す行為、または他のお客様の迷惑となるような言動

・備品付属品等の許可のない移動

・使用目的以外、または打合せにないご利用

・その他、法令で禁じられている行為

解約

■解約

ご利用のお客様およびホール来場のお客様が次に掲げる各項目に該当する場合、利用承認の取消、利用の制限、使用の停止、

解約等させていただく場合がございますので予めご了承ください。

また、解約させていただく場合には、「利用の辞退」に従って取消料を頂戴いたします。

なお、ご解約に伴う損害賠償等金銭のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。

・法令または公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断した場合

・「サンプラザホールご利用案内」に違反する場合

・「使用申込書」に虚偽の記載が発見された場合

・「使用申込書」の内容と違う使用になることが判明した場合

・施設、または設備を汚損・損傷する恐れがあると認められた場合

・暴力団の構成員、もしくはその親交者である人が含まれている場合

・災害、その他不可抗力によって催し物の開催が不可能な場合

・所定の期日までに、予約金および見積額の支払いがなされない場合

・消防法、興行場法、他関係法令に反する行為があった場合

・その他、ホールの管理運営上に支障がある場合

暴力団等の利用

■暴力団および暴力団員、並びに公共の秩序に反する恐れのある利用

次に掲げる各項目に該当する場合、お申し込みをお断りするか、またはすでにご契約をいただいている場合にも解約させてい

ただく場合がございます。また、ご利用中にその事実が判明した場合も、その時点でご利用をお断りいたします。

なお、解約させていただく際には「利用の辞退」に従って取消料を頂戴いたします。

ご解約に伴う損害賠償等金銭のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成4年3月1日施行）による指定暴力団員等のご利用はご遠慮いただきます。

・反社会的団体および反社会的団体員（暴力、過激行動団体等およびその構成員）のご利用はご遠慮いただきます。

適 用 取消料

契約日より開催日の46日前まで 会場費の50％＋実費総額

開催日の45日前より前日まで 会場費の100％＋実費総額

開催日当日 会場費の100％＋付帯総額＋実費総額

  1階固定席：1,586席
定員 2,222席 1階移動席：84席
  2階固定席：552席
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残金の支払

■利用料金（会場使用料）の残額のお支払

・契約時に、ホール利用料金表の50％、または当ホール担当者が作成したお見積総額の50％をお支払いただいていますが、利

用料金の残額のお支払を、当ホール担当者よりご提示いたします。「サンプラザ予約残金請求書」または「お見積 概算総額」に
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  2階固定席：552席



-5- -6-

譲渡・転貸

■ご使用権の譲渡・転貸の禁止

ホールの使用権を第三者に譲渡・転貸することはできません。

損害賠償

■損害賠償

お客様（お客様側の全ての関係者を含みます）及びお客様が直接依頼される業者は、ホールの施設、什器備品等を破損、損傷す

ることがないように十分ご注意ください。

万一、故意または過失により損害が発生した場合は速やかに修理していただくか、またはその修理・損害賠償金をご負担いただ

きます。

災害・緊急時の対策

■災害・緊急事態発生時

当ホールでは、災害・緊急事態発生時に備えて、お客様の避難誘導・緊急連絡・応急処置等のマニュアル、手順書が整備されてお

ります。事故災害発生時には、直ちにホール係員までご連絡いただくと共に、主催者様とも連携して、来場者（観客）およびキャス

ト・スタッフなどお客様の安全確保に努めさせていただきます。

・中野サンプラザは、大ホール、ホテル、宴会場、研修室、ボーリング場、喫茶、スポーツ施設等で構成される複合施設です。他施

設での火災発生の際にも、防火管理者の判断により、公演を一時中断させていただく場合があることをご承知おきください。

・ホール事務所及びホールロビーには、「AED（自動体外式除細動器）」を配備し、ＡＥＤ操作方法を習得した職員を配置しており

ます。

舞台技術者

■舞台技術者の配置

ホールの舞台技術者は、舞台作業における事故などを未然に防ぐため安全管理に務めながら、舞台設備（舞台機構・照明・音

響）の基本的な操作及び機器利用のアドバイス、舞台進行の補助業務や利用備品類の貸出を含めた「管理・立会い業務」を主に

行います。

・舞台上は危険が伴いますので、事故を未然に防止する為にホール舞台技術者の指示に従ってください。また、危険行為が行わ

れていると判断した場合、仕込・撤去時の中断、リハーサル等で危険を回避できると判断された危険行為が、本番中違った進

行をした場合、中止を申し入れることもありますのでご注意ください。

・ホール側の舞台技術者は各セクションとも1名までが管理・立会い業務担当者として、ホール利用料金に含まれております。

・舞台機構の操作に関しては、当ホールの舞台技術者のみが操作を行います。

・照明、音響の操作卓については、当ホールの技術者と綿密な打合せを行った上で、直接操作することができます。

・主催者のご希望により、専門の技術スタッフをご紹介いたします。（有料）

ご希望の場合は、ホール事務所担当者までお問合せください。

受付 ・ ロビー運営

■受付・ロビー運営

当ホールでは、入退場時のチケット等のもぎり、お客様誘導、客席案内など、ロビーの運営に係る要員としてサンプラザ・ロビー

アテンダントの手配（基本人数は8名、有料）をいたします。

料金は別紙「実費請求料金表」に記載してあります。

・チケット等のもぎりの必要ない公演や企業イベント等でロビーアテンダントサービスを必要としない場合でも危機管理上、

また消防署からの要望により避難誘導要員を最低限確保する必要があります。

・当ホールでは2名を最低人数に想定して、有料になりますが手配を行います。

・当ホールは施設の構造上、車椅子やご年配（階段不可）の方は、正面大階段を使わず東側エレベーターや1階東側スロープ等

を使用しての入退館となります。 

その場合、ロビーアテンダントが数名程度多く必要になります。

①ロビーアテンダントの主な業務

＊コンサート等でチケットのもぎりがある公演ではA、B、C、Hで最低限8名以上のロビーアテンダントが必要になります。

＊D～Gは必要に応じて配置をアレンジします。その場合は人数に増減がでる可能性があります。

＊チケット等のもぎりがない公演では、A、C、Hで4名～6名で業務を担当いたします。

＊企業イベント等で会場案内が必要のない場合でも、A、Cの最低2名を手配させていただきます。

＊緊急時における避難誘導等のスタッフ配置は上記A、B、Cのロビーアテンダントが、予め決められた手順に従ってお客様を

避難・誘導いたします。

また、主催者側の会場責任者と事前におこなった打合せ内容に基づき、ホール側との協力体制を確保していただきます。　

＊広場等でお客様の整列入場や物品販売等の場外整理が必要な場合は、事前打合せにおいて詳細を検討させていただいた

上で、内容を決定させていただきますので予めご承知おきください。

受付係 A 総括責任者（チーフ） 1 ロビー周りの責任者、主催者との連絡

  B 入場口 2～4 チケットもぎり、入場券の確認等

会場係 C 客席ロビー担当 2～4 ロビーにおけるご案内

  D 来賓対応（臨時）  来賓受付、誘導等

  E 配布物（プログラム、チラシ等）  主催者からの要請がある場合

  F 特別対応（障害者、高齢者等）  東側スロープ、及びエレベーター対応

場外係 G エントランス、広場整理  開場前の入場列整理、誘導等

放送係 H アナウンス担当 1 音響室または舞台袖でアナウンス

担 務　　　　　　　　　人数　　　　　　　　     主な業務
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催し物の準備

■ホール事務所

ロビー・楽屋周りや舞台技術に関しての案内、相談をはじめホール利用一切の窓口としてホール事務所があります。ご不明な点

がありましたら遠慮なくご相談ください。

主催者の役割

■お客様側での配置

催し物を運営するにあたり、以下のスタッフを主催者側でご用意ください。

①舞台進行責任者

催し物における、舞台上の設営・転換・撤収および催し物の進行を安全かつ円滑に進めるために、仕込内容や舞台進行を把

握した舞台進行責任者（舞台監督・ステージマネージャー等）を主催者側で必ず配置してください。

・舞台進行責任者は、催し物打合せ時に出席していただくとともに、催し物当日は、利用開始時から舞台関係全般を統括し、催

し物に係わる各スタッフに対し、必要かつ的確な指示を出してください。また、当ホールの操作盤担当者と綿密な打合せを行

い、安全を最優先させた舞台機構の操作および舞台進行ができるようにし、的確な指示・キュー出しを実施してください。

・利用時間中は必ず会場内に常駐し、ホール舞台技術者と連絡をとれる体制をとってください。

②会場担当責任者

入場者の安全管理、受付、客席・ロビー周り及び楽屋入口等の総括的な担当責任者を1名以上配置してください。ホールロ

ビーアテンダントと綿密な連携をおこない、お客様が安心安全に催し物を楽しんでいただけるよう必要な要員の配置をお願

いいたします。

・主催者側で場外の整理要員（警備を含む）、チケットもぎりの追加スタッフなどをご用意していただく場合がございます。

【警備計画書】の提出を求める場合もあります。　　

・災害等の発生に備えて、観客の避難誘導、緊急連絡、応急処置等、あらかじめロビーアテンダント責任者と打合せしていただ

きます。

警備を含め万全の対策が取れるよう準備して頂きます。

【避難誘導・スタッフ配置計画書】の事前提出が必要になる場合がございます。

③舞台技術者の配置

舞台の設営・撤収、舞台転換、機材の搬入・搬出など、催し物の進行に係る作業については危険が伴いますので、必ず主催者側

で専門の技術スタッフを配備し、事前にホール側の舞台技術者と十分な打合せを行ってください。

・高所作業等がある場合は、法令及びホール担当者の指示に従ってヘルメットの着用等をお願いいたします。

■催し物進行表、タイムテーブルの作成

申し込みいただいてホールをお使いになれる時間は、利用承認された区分の範囲内で、準備・後片付けを含む入館から退館ま

でとなります。

・催し物を計画される場合は、舞台の設営・撤収、ロビー・楽屋等の準備、後片付けなどの所要時間を十分考慮し、無理のないス

ケジュールをお立てください。

・仕込にかかる所要時間は、催し物の内容によっても違いますが、式典や講演会等演出を伴わない場合でも大よそ1時間半程

度になると思われます。

お客様が借りている利用時間内で全ての業務が完結するよう、時間を十分に考慮していただけますようお願いいたします。

・撤去に関しましても、お客様が借りている時間の中で実施しますので十分に考慮をしたスケジューリングをお願いいたします。

簡単なものでも1時間から1時間半程度の時間が必要になります。

下見・相談

■事前下見・相談等

事前にホールの下見・相談等をお受けいたします。ただし、ホールにおける催し物の関係で下見・相談等ができる日が限られま

すので、可能日については事前にお問い合わせください。

ロビー周り、舞台・照明・音響など専門的な内容については各担当者が承ります。

催し物打合せ

■催し物の事前打合せ

利用日の概ね2週間前までに、催し物当日の舞台・照明・音響の準備内容、舞台の進行、機材の搬入・搬出等、運営について打合

せをお願いいたします。

内容によっては変更をしていただく事もございますので、運営内容が確定する前にお越しください。打合せ日時は事前にホール

事務所担当者にご連絡いただき予約をお取りください。

■必要書類

サンプラザホール使用承認書（確認のみ）

舞台関係仕込図（舞台上の配置・音響・照明等のプラン資料等）

タイムテーブル（当日の入館から退館までのスケジュール）

舞台進行表および当日のプログラム（式次第や進行内容が記載された資料等）

＊舞台進行表・プログラムは、内容により異なりますが最低4部ずつはご用意願います。

■打合せ内容

・催し物のスケジュールについて 催し物全体のスケジュールの確認

・舞台の設営について 舞台上の準備物、セット、照明・音響の機材、仕込の確認等

 吊看板、立看板等

・禁止行為について 裸火、スモークマシン等の使用確認、申請依頼等

・特効について　 特効については試し打ちをお願いする場合があります

・消防署の立会い　 申請内容によっては消防署が立会う場合があります

・録音・録画・取材等について 設置場所、電源等の確認、業者名等

・催し物の進行管理について 舞台進行内容、体制の確認等

・催し物関係者の入館方法について 催し物関係者等の入館経路の確認

・搬入・搬出の車両等について 車両サイズ、台数、搬入出時間、車両進入口確認等

・受付・ロビー等の準備について 受付・ロビーのレイアウト、入退場時の体制の確認

・物品販売、展示物について ロビー利用申請書・販売商品のリスト提出の確認

・入場者に対する管理体制について 受付・会場係要員、警備計画、避難誘導体制等の確認

・楽屋・控室・給湯室等の利用について 使用楽屋・控室、備品等の確認

・ゴミ処理方法について ゴミの完全持ち帰りについての確認

＊そのほか、催し物に係るすべてのことを伺いますので、催し物全体を把握している方がお越しください。

＊催し物当日は無理のない、余裕の持ったスケジュールをご検討ください。

＊舞台の準備に係る所要時間の目安は、事前にお問合せください。

＊事前打合せ後に変更が生じた場合は、早急にホールまでご連絡ください。

　内容によっては、利用承認時間変更等の手続きが必要となります。

・持ち込み機材の注意点

＊当ホールでは全ての持ち込み機材に関して、漏電検査（メガチェック）を行った上で持込をお願いしております。

　ご協力をお願いしたします。

　また、漏電が発生した場合は作業を一時中断、もしくは停止させて頂く場合がございます。
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■打合せ内容
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・禁止行為について 裸火、スモークマシン等の使用確認、申請依頼等

・特効について　 特効については試し打ちをお願いする場合があります

・消防署の立会い　 申請内容によっては消防署が立会う場合があります
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・催し物の進行管理について 舞台進行内容、体制の確認等

・催し物関係者の入館方法について 催し物関係者等の入館経路の確認

・搬入・搬出の車両等について 車両サイズ、台数、搬入出時間、車両進入口確認等

・受付・ロビー等の準備について 受付・ロビーのレイアウト、入退場時の体制の確認

・物品販売、展示物について ロビー利用申請書・販売商品のリスト提出の確認

・入場者に対する管理体制について 受付・会場係要員、警備計画、避難誘導体制等の確認

・楽屋・控室・給湯室等の利用について 使用楽屋・控室、備品等の確認

・ゴミ処理方法について ゴミの完全持ち帰りについての確認

＊そのほか、催し物に係るすべてのことを伺いますので、催し物全体を把握している方がお越しください。

＊催し物当日は無理のない、余裕の持ったスケジュールをご検討ください。

＊舞台の準備に係る所要時間の目安は、事前にお問合せください。

＊事前打合せ後に変更が生じた場合は、早急にホールまでご連絡ください。

　内容によっては、利用承認時間変更等の手続きが必要となります。

・持ち込み機材の注意点

＊当ホールでは全ての持ち込み機材に関して、漏電検査（メガチェック）を行った上で持込をお願いしております。

　ご協力をお願いしたします。

　また、漏電が発生した場合は作業を一時中断、もしくは停止させて頂く場合がございます。
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届出・申請等

■関係官庁等への届出

催し物の内容により、届出が必要な場合がありますので、次の関係官庁等へご相談ください。

■消防署への届出

舞台演出による舞台上の喫煙や裸火の使用、火薬等危険物の持ち込み、及びスモークマシンの使用等については、催し物当日

の概ね1０日前までに必要書類を整え、主催者側から管轄消防署への届出が必要です。

消防署指定の申請用紙はホールに用意してあります。

【提出書類】「禁止行為の解除承認申請書」（正・副/2部）

＊火気等を使用する催し物は、必ずホールの承認を受けた後、消防署の許可を得てください。
＊消防署への届出を必要としないスモークマシン類の利用がある場合は、お申し出ください。

物品販売

■物品の販売について

・物品の販売・掲示物・展示物などがある場合、一定の手続きが必要になりますのでご注意ください。

（ルールが変わりました。詳細はホール担当者にお尋ねください。）

・ＣＤ、ＤＶＤ、Ｔシャツなど公演に付随する商品の物品販売、及び掲示物・展示物等がある場合は、「ロビー利用申請書」に必要事

項を記入し、事前に提出していただきます。

・物品の販売については、上記申請書の他に販売点数の商品名リストを添付してください。

なお、催し物に関係のない物品の販売は、固くお断りいたします。

・申請者は主催者に限ります。販売業者等からの申請はお受けできません。

・申請書がないと販売・展示等のご利用はできませんのでご注意ください。

・販売場所、内容、運営時間等について当ホール担当者と事前に打合せを行ってください。

＊客席内での販売や、申請されていない場所での販売行為は固くお断りいたします。

その他

■仮設、レーザー等の利用について

・客席内、ロビー等に機材や機器ケーブル類を設置する場合など計画書や図面を添付の上、打合せ時にホールの承認を得てく

ださい。

・レーザー、特設電源の使用についても、打合せ時に当ホール技術者と詳細な打合せをおこなってください。

集会届・警備・防犯
 

野方警察署 警備課
 TEL 03-3386-0110

  中野区中野4-12-1

 禁止行為解除届
 

中野消防署 予防課
 TEL 03-3366-0119

   中野区中央3-25-3

■避難誘導灯・足元灯について

演出の都合により客席内避難誘導灯の消灯を希望される方は、下記の点に留意し打合せ担当者ないしはホール操作盤技術者

まで申請をお願いします。

・その場合、規定文書を盛り込んだ場内アナウンスをお願いいたします。

・非常の際にはホール側の判断で直ちに点灯いたします。

・足元灯の消灯は出来ません。

■ピアノの調律

・サンプラザホールには、スタインウェイＤ型445981、520650のピアノをご用意しております。

・それぞれの調律作業は、事前に申請していただき有料にて手配いたします。

■搬入・搬出車両について

・大道具搬入口には、利用日当日に限り搬入車を留め置きすることができます。
・大道具や機材等の搬入出で大型車両を使用する場合、11t2台分の駐車スペースがございます。
なお、利用日以前からの留め置きは原則としてできません。

■駐車場の利用について

・催し物関係者・出演者等の車両駐車については、主催者専用駐車場が楽屋口に9台分程度のスペースを設けております。
・隣接するタイムズ駐車場に駐車した場合、利用当日に限り1台8時間までで計10台分が無料になります。ホール事務所にお申
し付けください。
・楽屋口、搬入口のバイク、自転車等の留め置きに関しても、確実に管理していただくようにお願いします。
・関係者以外の車両、バイク、自転車等を発見した場合は所轄の警察に連絡した上で撤去させていただきます。
・来場者に対する大型車両（バスなど）の駐車場はありません。各自で手配してください。
・ホールに来場されたお客様用専用駐車場はございません。隣接するタイムズ駐車場、または近隣の有料駐車場をご利用いた
だくようにご周知ください。
できるだけ電車・バス等の公共交通機関でのご周知をお勧めします。

■チケットの販売について

・チケット販売の仲介を希望されるお客様は、ホール予約担当者にご相談ください。
・中野サンプラザ1階エントランスホール奥、総合案内で取り扱います。

■客席内の飲食禁止について

当ホールは客席内の飲食を禁止しております。
入場されるお客様には、この旨徹底させていただくようお願いいたします。

■楽屋2階 ・ 特別室の利用

楽屋2階西側にある「特別室」は通常の楽屋とは区別して貸し出しを行っております。
ホール側担当者と入念な打合せを行ったうえでご利用いただきますようお願いいたします。

■給湯室

楽屋を利用するお客様には有料にて給湯室をお使いいただけます。

湯呑み・ポット・冷蔵庫等備え付けておりますが、それ以外のもの（例えば茶葉等）は、主催者様でご用意いただけますようお願

いいたします。

■洗濯機、コピー機のご利用

洗濯機、コピー機のご用意がございます。（有料）
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届出・申請等

■関係官庁等への届出

催し物の内容により、届出が必要な場合がありますので、次の関係官庁等へご相談ください。

■消防署への届出

舞台演出による舞台上の喫煙や裸火の使用、火薬等危険物の持ち込み、及びスモークマシンの使用等については、催し物当日

の概ね1０日前までに必要書類を整え、主催者側から管轄消防署への届出が必要です。

消防署指定の申請用紙はホールに用意してあります。

【提出書類】「禁止行為の解除承認申請書」（正・副/2部）

＊火気等を使用する催し物は、必ずホールの承認を受けた後、消防署の許可を得てください。
＊消防署への届出を必要としないスモークマシン類の利用がある場合は、お申し出ください。

物品販売

■物品の販売について

・物品の販売・掲示物・展示物などがある場合、一定の手続きが必要になりますのでご注意ください。

（ルールが変わりました。詳細はホール担当者にお尋ねください。）

・ＣＤ、ＤＶＤ、Ｔシャツなど公演に付随する商品の物品販売、及び掲示物・展示物等がある場合は、「ロビー利用申請書」に必要事

項を記入し、事前に提出していただきます。

・物品の販売については、上記申請書の他に販売点数の商品名リストを添付してください。

なお、催し物に関係のない物品の販売は、固くお断りいたします。

・申請者は主催者に限ります。販売業者等からの申請はお受けできません。

・申請書がないと販売・展示等のご利用はできませんのでご注意ください。

・販売場所、内容、運営時間等について当ホール担当者と事前に打合せを行ってください。

＊客席内での販売や、申請されていない場所での販売行為は固くお断りいたします。

その他

■仮設、レーザー等の利用について

・客席内、ロビー等に機材や機器ケーブル類を設置する場合など計画書や図面を添付の上、打合せ時にホールの承認を得てく

ださい。

・レーザー、特設電源の使用についても、打合せ時に当ホール技術者と詳細な打合せをおこなってください。

集会届・警備・防犯
 

野方警察署 警備課
 TEL 03-3386-0110

  中野区中野4-12-1

 禁止行為解除届
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 TEL 03-3366-0119

   中野区中央3-25-3

■避難誘導灯・足元灯について

演出の都合により客席内避難誘導灯の消灯を希望される方は、下記の点に留意し打合せ担当者ないしはホール操作盤技術者
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・非常の際にはホール側の判断で直ちに点灯いたします。

・足元灯の消灯は出来ません。
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・サンプラザホールには、スタインウェイＤ型445981、520650のピアノをご用意しております。

・それぞれの調律作業は、事前に申請していただき有料にて手配いたします。
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・催し物関係者・出演者等の車両駐車については、主催者専用駐車場が楽屋口に9台分程度のスペースを設けております。
・隣接するタイムズ駐車場に駐車した場合、利用当日に限り1台8時間までで計10台分が無料になります。ホール事務所にお申
し付けください。
・楽屋口、搬入口のバイク、自転車等の留め置きに関しても、確実に管理していただくようにお願いします。
・関係者以外の車両、バイク、自転車等を発見した場合は所轄の警察に連絡した上で撤去させていただきます。
・来場者に対する大型車両（バスなど）の駐車場はありません。各自で手配してください。
・ホールに来場されたお客様用専用駐車場はございません。隣接するタイムズ駐車場、または近隣の有料駐車場をご利用いた
だくようにご周知ください。
できるだけ電車・バス等の公共交通機関でのご周知をお勧めします。

■チケットの販売について

・チケット販売の仲介を希望されるお客様は、ホール予約担当者にご相談ください。
・中野サンプラザ1階エントランスホール奥、総合案内で取り扱います。

■客席内の飲食禁止について

当ホールは客席内の飲食を禁止しております。
入場されるお客様には、この旨徹底させていただくようお願いいたします。

■楽屋2階 ・ 特別室の利用

楽屋2階西側にある「特別室」は通常の楽屋とは区別して貸し出しを行っております。
ホール側担当者と入念な打合せを行ったうえでご利用いただきますようお願いいたします。

■給湯室

楽屋を利用するお客様には有料にて給湯室をお使いいただけます。

湯呑み・ポット・冷蔵庫等備え付けておりますが、それ以外のもの（例えば茶葉等）は、主催者様でご用意いただけますようお願

いいたします。

■洗濯機、コピー機のご利用

洗濯機、コピー機のご用意がございます。（有料）
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利用日当日
　サンプラザホール楽屋口 1階ホール事務所にお越しください。

利用開始

■「サンプラザホール使用承認書」の提示

・利用当日は、入館開始時に1階ホール事務所へ「使用承認書」をご提示ください。

入館以降のお問い合わせについては、ホール事務所へお問い合わせください。

■利用時間

・承認された利用時間は、開錠・搬入・準備から後片付け・搬出・施錠までの時間を含みますので、時間内にすべてが終了する
ようご留意ください。
・入館時間がきましたら1階ホール事務所の楽屋入口が開錠されます。
・利用承認時間以外の搬入・搬出等はできません。

搬入搬出

■大道具・機材類の搬入・搬出

・ホールの搬入搬出は、台数、時間等打合せ時に確認した手順で安全優先にてお願いいたします。
・留め置きに関しても同様に、打合せした手順でお願いします。
・一般の通行車両、通行者等の妨げにならないよう入退車してください。
・利用日、利用時間を超えての駐車はできません。

楽屋利用

■楽屋の利用と鍵の受け渡し

・入館時、基本的に打合せで必要とされた楽屋は開錠されています。
当日、追加で必要になる場合や施錠を必要とする場合は部屋ごとに楽屋の鍵をお渡しします。その際に受け取られた方の氏
名をお聞きしますので宜しくお願いいたします。

・盗難防止のため、楽屋を留守にする時は必ず施錠してください。なお、盗難等については主催者の責任となりますのでご留意
ください。                     
・楽屋内・楽屋通路等へのテープ貼りによる掲示などはできません。決められた場所に掲示してください。
・退館時に主催者側の責任者の方は全ての鍵をご返却ください。なお、その際に各楽屋、トイレ、給湯室、冷蔵庫等忘れ物がな
いように点検してください。

貴重品

■貴重品の管理

・貴重品等については利用者で責任を持って管理してください。
・不審者等に対する管理として楽屋入口に係員の配置をお願いします。
なお、1階楽屋、上手・下手通路にコインロッカー（リターン式）がありますのでご利用ください。
楽屋内に貴重品等は置かないようにお願い申し上げます。

ロビーの利用

■ロビーの利用

・受付・案内表示の設置、装飾等については、打合せ時に計画された範囲で行ってください。追加の設置等はロビーアテンダン

トと相談のうえ行ってください。

・掲示板への掲示はできますが、壁等への張り紙はできません。

・物品の販売、展示物、チラシ等の配布は、打合せ時に計画された範囲で行なってください。

・ロビー等の利用に関して、利用計画以外の使用については、入場者に告知済みの場合でもその使用を制限することがあります。

飲食・喫煙

■飲食・喫煙について

・ロビーは全面禁煙です。喫煙場所は施設の外に中野区が喫煙所を設置しています。

楽屋の喫煙については、西側廊下に喫煙場所があります。また事前に申請して頂ければ楽屋内での喫煙は可能です。（舞台上

での喫煙は消防署への申請が必要になります。）

・客席内および舞台まわりでの飲食は固くお断りいたします。

ゴミ処理

■ゴミの処理

・楽屋のゴミは、全て分別処理となります。一般ゴミ（紙・ビニール・生ゴミ等）、ペットボトル、缶、ビン等をそれぞれ分けて廃棄し

てください。

・楽屋において備え付けのゴミ箱に収納できない物は、ゴミ袋を持参していただき、お持ち帰りいただきます。

・主催者で手配された弁当、空箱、ケータリング等は主催者で持ち帰るか利用時間内に納入業者が引き取るようにしてください。

・スタンド花は退館時までに撤収してください。

・物販関係のゴミもすべてお持ち帰りいただきます。

場内外の整理

■場外の整理（広場・エントランスロビー等）

・開場前に多くのお客様の来場が予想される場合は、主催者側で場外整理係を用意し、誘導・入場列の整理に備えてください。

また、事前に「避難誘導・スタッフ配置計画書」や「警備計画書」の提出を求める場合もあります。

・サンプラザは複合施設になっています。エントランスロビー、ホールロビーにおいて携帯用メガフォンを使用する際には、他

施設のお客様を考慮し音量等に注意を払っていただきます。

・ホールご利用のお客様がホテルや宴会場など別の階に立ち入ることはご遠慮願います。特に開場前などのトイレのご利用

は、1階エントランスロビー両側にございますので、そちらをご利用くださいますように厳重にお願いいたします。

■場内の整理（正面大階段よりホール内）

・当ホールでは、催事形態や規模にあわせてサンプラザ・ロビーアテンダントサービス（有料）がチケット等のもぎり、入退場時

の誘導、案内など、運営に係るサービスを担当いたしますが、災害等の発生に備えて、観客の避難誘導等について主催者側会

場責任者とロビーアテンダント責任者が打合せをさせていただきます。警備を含め万全の対策が取れるようお願いいたします。
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利用日当日
　サンプラザホール楽屋口 1階ホール事務所にお越しください。

利用開始

■「サンプラザホール使用承認書」の提示

・利用当日は、入館開始時に1階ホール事務所へ「使用承認書」をご提示ください。

入館以降のお問い合わせについては、ホール事務所へお問い合わせください。

■利用時間

・承認された利用時間は、開錠・搬入・準備から後片付け・搬出・施錠までの時間を含みますので、時間内にすべてが終了する
ようご留意ください。
・入館時間がきましたら1階ホール事務所の楽屋入口が開錠されます。
・利用承認時間以外の搬入・搬出等はできません。

搬入搬出

■大道具・機材類の搬入・搬出

・ホールの搬入搬出は、台数、時間等打合せ時に確認した手順で安全優先にてお願いいたします。
・留め置きに関しても同様に、打合せした手順でお願いします。
・一般の通行車両、通行者等の妨げにならないよう入退車してください。
・利用日、利用時間を超えての駐車はできません。

楽屋利用

■楽屋の利用と鍵の受け渡し

・入館時、基本的に打合せで必要とされた楽屋は開錠されています。
当日、追加で必要になる場合や施錠を必要とする場合は部屋ごとに楽屋の鍵をお渡しします。その際に受け取られた方の氏
名をお聞きしますので宜しくお願いいたします。

・盗難防止のため、楽屋を留守にする時は必ず施錠してください。なお、盗難等については主催者の責任となりますのでご留意
ください。                     
・楽屋内・楽屋通路等へのテープ貼りによる掲示などはできません。決められた場所に掲示してください。
・退館時に主催者側の責任者の方は全ての鍵をご返却ください。なお、その際に各楽屋、トイレ、給湯室、冷蔵庫等忘れ物がな
いように点検してください。

貴重品

■貴重品の管理

・貴重品等については利用者で責任を持って管理してください。
・不審者等に対する管理として楽屋入口に係員の配置をお願いします。
なお、1階楽屋、上手・下手通路にコインロッカー（リターン式）がありますのでご利用ください。
楽屋内に貴重品等は置かないようにお願い申し上げます。

ロビーの利用

■ロビーの利用

・受付・案内表示の設置、装飾等については、打合せ時に計画された範囲で行ってください。追加の設置等はロビーアテンダン

トと相談のうえ行ってください。

・掲示板への掲示はできますが、壁等への張り紙はできません。

・物品の販売、展示物、チラシ等の配布は、打合せ時に計画された範囲で行なってください。

・ロビー等の利用に関して、利用計画以外の使用については、入場者に告知済みの場合でもその使用を制限することがあります。

飲食・喫煙

■飲食・喫煙について

・ロビーは全面禁煙です。喫煙場所は施設の外に中野区が喫煙所を設置しています。

楽屋の喫煙については、西側廊下に喫煙場所があります。また事前に申請して頂ければ楽屋内での喫煙は可能です。（舞台上

での喫煙は消防署への申請が必要になります。）

・客席内および舞台まわりでの飲食は固くお断りいたします。

ゴミ処理

■ゴミの処理

・楽屋のゴミは、全て分別処理となります。一般ゴミ（紙・ビニール・生ゴミ等）、ペットボトル、缶、ビン等をそれぞれ分けて廃棄し

てください。

・楽屋において備え付けのゴミ箱に収納できない物は、ゴミ袋を持参していただき、お持ち帰りいただきます。

・主催者で手配された弁当、空箱、ケータリング等は主催者で持ち帰るか利用時間内に納入業者が引き取るようにしてください。

・スタンド花は退館時までに撤収してください。

・物販関係のゴミもすべてお持ち帰りいただきます。

場内外の整理

■場外の整理（広場・エントランスロビー等）

・開場前に多くのお客様の来場が予想される場合は、主催者側で場外整理係を用意し、誘導・入場列の整理に備えてください。

また、事前に「避難誘導・スタッフ配置計画書」や「警備計画書」の提出を求める場合もあります。

・サンプラザは複合施設になっています。エントランスロビー、ホールロビーにおいて携帯用メガフォンを使用する際には、他

施設のお客様を考慮し音量等に注意を払っていただきます。

・ホールご利用のお客様がホテルや宴会場など別の階に立ち入ることはご遠慮願います。特に開場前などのトイレのご利用

は、1階エントランスロビー両側にございますので、そちらをご利用くださいますように厳重にお願いいたします。

■場内の整理（正面大階段よりホール内）

・当ホールでは、催事形態や規模にあわせてサンプラザ・ロビーアテンダントサービス（有料）がチケット等のもぎり、入退場時

の誘導、案内など、運営に係るサービスを担当いたしますが、災害等の発生に備えて、観客の避難誘導等について主催者側会

場責任者とロビーアテンダント責任者が打合せをさせていただきます。警備を含め万全の対策が取れるようお願いいたします。
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催し物終了

■現状復帰

・持ち込んだ器具機材・大道具等は本番終了後に撤収・搬出をお願いします。

・利用終了後は、利用した施設（舞台・客席・ロビー・楽屋等）と、施設備品類をもとの状態に戻し、簡単な清掃（ゴミ等を拾う程

度）を行ってください。また、スタンド花、生ゴミ等の分別や持ち帰りは徹底してください。最後にホール係員が立会い点検をい

たします。

・施設および設備・備品等を損傷又は紛失した場合は、現状の確認をしますので、直ちにホール係員に報告してください。

場合によっては写真撮影をおこなう場合がございます。なお主催者様側の過失により、修繕等が必要になった場合は、実費相

当分を弁償していただくこともございますので、ご了承ください。

・作業が深夜23時以降になった場合、当ホール舞台技術者の宿泊代、または深夜タクシー代のご負担をお願いいたします。

■付属設備器具、会場利用料金等の精算

・催し物当日利用された舞台・照明・音響の付帯設備使用料、楽屋・給湯室使用料、会場時間外別途利用料、看板や演台花、ピア

ノ調律、臨時増員人件費など実費精算の必要な物等の料金は、現金での当日精算、または請求書による銀行振り込みとな

ります。

・公演が始まった後、または最終日の公演が始まった段階であらかたの料金が確定します。

ホールが発行する「ご利用料金明細書」に従って料金をお支払いただきます。

・利用区分帯をオーバーしてのご利用がある場合、特に撤去等の終了時間が22：00を超える場合などは、作業時間が確定す

るまでは正式な料金の算定ができません。

最終作業者が退館した時間をカウントして、翌日「ご利用料金明細書」を作成いたします。

＊ホール利用料（会場費）の他に精算すべき内容

＊上記金額等の詳細は別紙料金表を参照してください。
＊現金での精算の場合は、当日ホール事務所でのお支払いとなります。
＊請求書の場合は、数日後中野サンプラザ経理課から郵送されます。

付帯設備料金 実費総額 その他

舞台備品 吊り看板 楽屋・給湯室使用料

照明器材等 立て看板 ロビー使用備品

音響機材等 ピアノ調律 時間外及び別途利用料

 舞台花 ロビー案内人件費

その他 印刷物 

 臨時増員人件費 

 その他
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催し物終了

■現状復帰

・持ち込んだ器具機材・大道具等は本番終了後に撤収・搬出をお願いします。

・利用終了後は、利用した施設（舞台・客席・ロビー・楽屋等）と、施設備品類をもとの状態に戻し、簡単な清掃（ゴミ等を拾う程

度）を行ってください。また、スタンド花、生ゴミ等の分別や持ち帰りは徹底してください。最後にホール係員が立会い点検をい

たします。

・施設および設備・備品等を損傷又は紛失した場合は、現状の確認をしますので、直ちにホール係員に報告してください。

場合によっては写真撮影をおこなう場合がございます。なお主催者様側の過失により、修繕等が必要になった場合は、実費相

当分を弁償していただくこともございますので、ご了承ください。

・作業が深夜23時以降になった場合、当ホール舞台技術者の宿泊代、または深夜タクシー代のご負担をお願いいたします。

■付属設備器具、会場利用料金等の精算

・催し物当日利用された舞台・照明・音響の付帯設備使用料、楽屋・給湯室使用料、会場時間外別途利用料、看板や演台花、ピア

ノ調律、臨時増員人件費など実費精算の必要な物等の料金は、現金での当日精算、または請求書による銀行振り込みとな

ります。

・公演が始まった後、または最終日の公演が始まった段階であらかたの料金が確定します。

ホールが発行する「ご利用料金明細書」に従って料金をお支払いただきます。

・利用区分帯をオーバーしてのご利用がある場合、特に撤去等の終了時間が22：00を超える場合などは、作業時間が確定す

るまでは正式な料金の算定ができません。

最終作業者が退館した時間をカウントして、翌日「ご利用料金明細書」を作成いたします。

＊ホール利用料（会場費）の他に精算すべき内容

＊上記金額等の詳細は別紙料金表を参照してください。
＊現金での精算の場合は、当日ホール事務所でのお支払いとなります。
＊請求書の場合は、数日後中野サンプラザ経理課から郵送されます。

付帯設備料金 実費総額 その他

舞台備品 吊り看板 楽屋・給湯室使用料

照明器材等 立て看板 ロビー使用備品

音響機材等 ピアノ調律 時間外及び別途利用料

 舞台花 ロビー案内人件費

その他 印刷物 

 臨時増員人件費 

 その他



















- サンプラザホールご利用案内 -

平成 29 年 4 月 1 日版

株式会社中野サンプラザ
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1　TEL 03-3388-1151（代表）

URL：sunplaza.jp

アクセス
JR中央線・総武線／東京メトロ東西線中野駅北口

JRご利用の場合
●東京駅から中央線で中野駅まで19分
●新宿駅から中央線で中野駅まで5分
●立川駅から中央線で中野駅まで31分（特別快速で22分）
●池袋駅から山手線→新宿乗り換え→中央線で中野駅まで18分

東京メトロご利用の場合
●大手町駅から東西線で中野駅まで19分
●高田馬場駅から東西線で中野駅まで6分


