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1. ご使用の流れ 

 

➢ 開催内容を伝えて頂き、ご使用を希望される日程（準備・開催・撤去）・面積（希

望ホール）をお問い合わせ下さい。 

 

 

 

➢ 会場に空きがあり、仮予約を希望される場合は、当社が定めた期限までの間、仮

予約を致します。 

・ 仮予約とは正式にご契約頂くまでの猶予期間です。 

・ 仮予約期間中は契約解除料の発生はございません。 

・ ただし、仮予約の期限はお申し込み日より７日間とさせて頂きます。 

・ 期限を過ぎてもご連絡が無い場合は仮予約を解除させて頂く場合がございま

す。予めご了承下さい。 

 

 

➢ ご使用が確定しましたら当社より「展示場使用申込書」をお送り致します。「展

示場使用申込書」に必要事項を記入のうえ、ご返送下さい。発行日から 14 日を

過ぎてもお申込書のご提出がなく、当社からの申し入れに応じて頂けない場合、

仮予約は取り消しとなります。予めご了承下さい。 

 

 

➢ 申込書が当社に到着しましたら、「展示場使用承諾書」を発行させて頂きます。

「展示場使用承諾書」の到達をもって正式に契約成立となります。なお、契約成

立後に使用者の都合により契約を解除する場合は、契約解除料をお支払い頂き

ます。 

 

 

 

➢ 所定の期日までに当社指定の銀行にお振り込み願います。なお、銀行振込手数料

は使用者にてご負担願います。" 

 

 

 

➢ 開催の２週間前までに開催書類のご提出をお願い致します。 

 

 

 

 

➢ イベント開催終了後、基準時間外使用料、その他の費用は別途、精算させて頂き

ます。所定の期日までに当社指定の銀行にお振り込みをお願い致します。なお、

振込手数料は使用者にてご負担願います。 

 

 

 

お問合せ 

仮予約申込 

展示場使用申込書ご提出 

契約成立 

事前精算分のお支払い 

イベント準備・開催 

ご利用後の精算 
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東京流通センター展示場（以下「展示場」という）の使用にあたり、展示場使用者（以下「使用者」という）

は東京流通センター展示場使用細則（以下「使用細則」という）を遵守されるようお願い致します。  

2. 申込手続き及びお支払いについて 

申込手続き 

当社所定の展示場使用申込書を送付致しますので、発行日から 14 日以内にご提出下さい。期日までにご

提出が無く、当社からの申し入れに応じて頂けない場合、仮予約は取り消しとなりますので予めご了承下さ

い。また、使用者代表者様身元資料のご提出をお願いする場合がございます。 

提出された展示場使用申込書の内容を確認のうえ当社より「展示場使用承諾書」を発行致します。「展示

場使用承諾書」が使用者に到達した日をもって正式に契約成立となります（以下「契約成立日」という）。

なお、「展示場使用承諾書」は電磁的方法（電子メール）により送付させて頂きます。   

 

使用料・契約解除料のお支払いについて 

① 使用料                                 （税抜き） 

会場名 
基準時間使用料 

（9:00~18:00） 

第一展示場 Ａホール 590,000 円 

Ｂホール 490,000 円 

Ｃホール 510,000 円 

Ｄホール 720,000 円 

Ａ~Ｄホール一括 2,000,000 円 

第二展示場 Ｅホール 1,100,000 円 

Ｆホール 1,100,000 円 

ＥＦホール一括使用 1,960,000 円 

全ホール一括使用 3,800,000 円 

 基準時間外使用料   1 時間につき上記使用料の 15%となります。 

 準備･撤去日の使用料 上記使用料の 50%とさせていただきます。 

② 契約成立後、事前精算分の請求書を発行致します。使用者は以下のとおり、当社指定の期日までに指定

銀行口座にお振込み下さい。なお、振込手数料は使用者にてご負担下さい。 

事前精算  

お支払い期日 使用料金のお支払 

展示場使用承諾書発行後 30 日 基準時間使用料の 20％相当額 

使用開始の 30 日前 基準時間使用料の 80％相当額 

③ 契約成立日において、既に所定のお支払い期日を経過している場合は、当社発行の請求書に記載の期

日までにお支払い下さい。  

④ イベント開催終了後、事後精算分の請求書を発行致します。事後精算には基準時間外使用料、備品・駐

車場・臨時貸室・電気・水道等の使用料及びゴミ処理費等（以下総称して「備品等」という）の実費分
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が含まれます。使用者は以下のとおり、当社指定の期日までに指定銀行口座にお振込み下さい。なお、

振込手数料は使用者にてご負担下さい。 

事後精算  

⑤ 事後精算分の請求書の発行日が使用終了日の属する月の翌月以降となった場合、請求書発行日の属す

る月の翌月末日までにお支払い下さい。 

⑥ 契約の成立日以降、使用者の申し出により契約が解除された場合、以下の通り契約解除料が発生致し

ます。なお、使用日数、面積の減少があった場合、減少した日数、面積に応じて契約解除料が発生致し

ます。事前精算分が既納の場合は、契約解除料の一部に充当させて頂きます。 

契約解除料 

対象期間 契約解除料のお支払 

使用開始日の 180 日前まで 基準時間使用料の 20％相当額 

使用開始日の 90 日前まで 基準時間使用料の 60％相当額 

使用開始日の 90 日未満以降 基準時間使用料の 100％相当額 

 

 

3. 施設の使用について 

使用時間 

展示場の基準時間は９時から１８時までとなります。基準時間を超えて使用した場合は、基準時間外使

用料が発生致します。基準時間外の使用を希望される場合は事前に当社へご連絡下さい。 

 

使用制限 

申込手続後又は使用中においても次の場合は当社より使用の停止又は取消しをすることがあります。 

なお、以下①②の事由による使用の停止又は取り消しにより使用者に損害が生じる場合があっても、当社

は一切の責任を負いません。 

① 次の各号に該当する場合、「２.申込手続及びお支払いについて（２）⑤」を準用し契約解除料を請求し

ます。 

イ) 契約成立日時点の使用目的・内容と実際の使用目的・内容が著しく異なるとき。 

ロ) 風紀上又は管理上好ましくないと認めたとき。 

ハ) 当社敷地内の他の施設、入居テナント、他の展示場の使用者、近隣等の業務に支障又は公益を害す

るおそれがあると認められたとき。 

ニ) 諸法令及び官公署の指示に反するとき。 

ホ) 当社の事前承認を得ることなく第三者に展示場の全部又は一部の使用権を譲渡又は転貸したとき。 

ヘ) 所定の期日までに事前精算分のご入金が確認できないとき。 

ト) 使用細則及びこれに付随する諸規則を遵守して頂けないとき。 

お支払い期日 使用料金のお支払 

使用終了日の属する月の翌月末日 基準時間外使用料、備品等の実費分 
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② 次の各号に該当する場合、「２.申込手続及びお支払いについて（２）⑤」を準用せず、契約解除料を請

求致しません。すでに事前精算分が既納の場合はご返金致します。 

イ) 国、東京都、官公署から諸法令（新型インフルエンザ等対策特別措置法等）に基づく展示場営業停

止の要請があったとき。 

ロ) 展示場の安全な管理運営が維持できないと当社が判断し、展示場を閉鎖したとき。 

 

禁止行為 

① 廊下等、展示場外での作業及び催事を行うこと。 

② 準備・撤去時に廊下側扉を開放して作業すること（第一展示場Ａ～Ｄホール）。 

③ 廊下、階段等を占用し、什器・物品・貨物等を放置すること。 

④ 自動車、バイク、自転車等を所定の場所以外に駐車、駐輪すること。 

⑤ 宿泊すること。 

⑥ 展示を承認された生体及び、介助犬を除く生体を建物に持ち込むこと。 

⑦ その他管理上、支障となると当社が認めたこと。 

 

反社会的勢力の排除   

使用者は当社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。   

① 使用者又は使用者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が、暴

力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称「反社会的勢力」

という）ではないこと。 

② 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、契約の締結及び履行にするものではないこと。  

③ 使用者は自ら又は第三者を使用して、契約に関して次の行為をしないこと。 

イ) 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 

ロ) 偽計又は威力を用いて、業務を妨害し又は信用を毀損する行為。 

 

使用上の注意事項 

① 警備 

当社敷地内の秩序維持・安全管理のため、当社警備員からの要請を遵守されるようお願い致します。 

② 設備の故障・事故の発生 

当社敷地内において諸設備の故障、火災・盗難・傷病者等の事故を発生させた場合又は確知した場合は

防災センターへ急報下さい。（03－3767－2165） 

③ 自衛消防体制 

展示場使用時は使用者自ら自衛消防体制を組織し、火災・震災等非常時の初期対応を行って下さい。自

衛消防体制及び非常時の対応については、別紙「TRC 展示場使用時の防火・防災上の安全対策実施要

領」の内容をご理解頂き、関係各所に周知して下さい。 

④ 展示場への立入り 

建物管理の都合上、統括防火管理者及び展示場スタッフが展示場内に立入ることがございますので、

予めご了承下さい。 
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⑤ 展示場の開閉 

イ) 展示場使用時の扉の開施錠は使用者の責任において行って頂きます。 

ロ) 鍵の授受は、センタービル 1 階キーボックス及びセンタービル地下 1 階防災センターで行います。 

ハ) 鍵の授受記録の時間が使用者の展示場使用時間となります。扉の開施錠時間ではございませんの

でご注意下さい。 

ニ) 閉場後は速やかに鍵をお戻しください。 

⑥ 貸出備品 

イ) 貸出備品リストを参考に、当社所定の用紙に記入のうえお申し込み下さい。なお、在庫に限りが

あるため、ご希望数をご用意できない場合がございます。事前に当社担当者までご相談下さい。 

ロ) 貸出備品を紛失または毀損したときは速やかに当社担当者までご連絡下さい。 

⑦ 駐車場 

イ) 車両の待機・駐車が必要な場合は、有料駐車場をご利用下さい。 

ロ) 当社敷地内で駐車場（待機場所含む）の需要に応じ切れず、混雑が生じた際は、当社敷地内への車

両の入構規制を実施する場合がございます。予めご了承下さい。 

⑧ 展示物の搬出入方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 装飾 

イ) 装飾等を施工するときには、使用者は使用開始日の１０日前までに、装飾に関する責任者を決定

のうえ、当社所定の用紙に必要事項を記入し、図面添付のうえ提出し、当社の承認を得てから行っ

て下さい。 

ロ) 装飾物は予め工作のうえ搬入し、場内では組み立てる程度にして下さい。 

ハ) 装飾材料は防炎処理をしたもの以外は使用できません。 

ニ) 非常口、火災報知機、消火栓、分電盤、空調空気吸入口等の前は展示並びに装飾をお断りします。 

ホ) 釘・塗料・油・糊・ガムテープなどにより直接展示場内の壁・柱・ガラス・ブラインド・床・天井

等への工作・貼付はお断りします。 

ヘ) 装飾材料等により、手洗場等の汚損や、排水口を塞ぐといったことのないよう充分注意して下さ

い。 

ト) 作業関係者の作業に関係ない場所への立入り及び共用部（廊下等）での休憩はお断りします。 

A~D ホール（第一展示場） 共通事項 

（１）搬出入は必ず南側スロープをご利用下さい。 

   勾 配：8 分の１ 

   車 路 幅：4.5m 

      乗入可能車両：４トン車以下の車両 

（２）スロープは一方通行です。緊急車両が通行できるス

ペースをあけて作業して下さい。 

 

 

（１）当社施設の汚破損に注意し搬出入を実施して下さ

い。 

（２）車両の高さが３.6m を超える場合は事前にご連絡下

さい。 

（３）搬出入車両が多い場合、車両による渋滞等が発生す

る可能性がございます。使用者で必ず専任の担当者

を決めて頂き、車両の管理を実施して下さい。 

（４）展示場内でのフォークリフトをはじめとした動力荷

役機械の使用は禁止させて頂きます。 
EF ホール（第二展示場） 

（１）搬出入は必ず西側搬出入口をご利用下さい。 

（２）乗り入れ可能車両について重量制限はありません。 
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⑩ 床荷重 

重量物の展示、搬出入がある場合は、以下の床荷重を遵守し、必要に応じて荷重分散の措置をとって下

さい。 

ホール名 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ Ｅ Ｆ 

床荷重 500kg／㎡ 1,500kg／㎡ 800kg／㎡ 

 

⑪ 清掃及び廃棄物処理  

イ) 展示場使用期間中の展示場内の清掃は、使用者の責任と負担において実施して頂きます。 

ロ) 展示場使用後の原状復帰清掃は使用者の責任と負担において実施して頂きます。 

ハ) 原状復帰清掃にかかる業者は指定業者とさせて頂き、費用は下表のとおりとなります。清掃実施

時間に 24 時以降の時間が含まれる場合、当該清掃作業全体に対して深夜清掃の費用が適用されま

す。 

（税抜き） 

ホール 通常料金 深夜清掃 ホール 通常清掃 深夜清掃 

A～D の内 1 ホール 22,000 円 27,000 円 Ｅホール 33,250 円 40,250 円 

A～D の内 2 ホール 33,250 円 40,250 円 Ｆホール 44,500 円 54,000 円 

A～D の内 3 ホール 55,750 円 67,250 円 ＥＦホール 67,000 円 81,000 円 

A～D ホール 67,000 円 81,000 円 A～F ホール 134,500 円 162,000 円 

2022 年 4 月 1 日現在 

 

ニ) 廃棄物（残材・屑等）の処理については、別途料金にてお引き受け致しますのでお申し出下さい。

その際はダンボール箱等に整理し、当社所定の場所に置いて下さい。残材・屑等のお持ち帰りがな

く、放置された場合、その撤去に関する費用をご負担頂きます。費用は下表のとおりとなります。 

                （税抜き） 

単位 金額 

2t 車 0.1 台あたり 7,000 円 

                 2022 年 4 月 1 日現在 

⑫ 実演 

展示品の実演行為を行う場合は、事前に当社担当者にご相談下さい。騒音や臭気が発生する行為など、

内容によっては許可できない実演行為もございますので、予めご了承下さい。 

⑬ 会場整理 

来場者等により当社敷地内が混雑する可能性がある場合は、使用者の責任と負担において警備員を配

置し、混雑整理を行って下さい。 

⑭ 広告物の掲示・設置  

共用部への広告物の掲示・設置は、当社の承認を得たもの以外は禁止させていただきます。無断での掲

示・設置を確認した場合は、当社にて撤去し、その際に生じる費用は使用者にご負担頂きます。 

⑮ 電話設備 
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イ) 貸出電話 

ご希望に応じて有料（着信専用）でお貸し出し致します。 

ロ) 臨時電話 

臨時加入電話を使用される場合は使用者にて NTT へお申し込み下さい。臨時加入電話について

は NTT の規定による料金を使用者にてご負担頂きます。なお、詳細については NTT にお問い合

わせ下さい。 

電話番号はすべて直通ですので、使用者は予め招待者や関係者へ電話番号を周知徹底して下さい。

なお、当社では電話呼び出しの取り次ぎは致しませんのでご了承下さい。 

ハ) 光回線等 

光回線等を使用される場合は使用者にて NTT へお申し込み下さい。 

光回線等については NTT の規定による料金を使用者にてご負担頂きます。なお、詳細については

NTT にお問い合わせ下さい。 

⑯ 照明 

蛍光灯の直接照明でＡ～Ｄホール（第一展示場）1,400 ルクス、ＥＦホール（第二展示場）1,200 ルク

スです。 

⑰ 電気・水道の設備 

電気・水道工事を行う場合、事前に当社担当者にご連絡下さい。また、当社所定の書式に必要事項記入

のうえご提出下さい。 

イ) 電気工事 

各ホールに常設コンセント及び仮設分電盤がございますのでご利用下さい。電気工事を行う場合、

事前に電気図面をご提出下さい。当社で電気容量等の事前確認を致します。電気図面の提出がな

い場合、電気工事は実施できません。また、電気工事終了後は「展示場電気設備点検測定記録表」

「電気設備の自主安全チェック表」のご提出が必要となります。なお、コンセント及び仮設分電盤

を使用した場合は、電気使用料をご負担頂きます。 

ロ) 水道 

各ホールに給排水設備がございますのでご利用下さい。水道工事を行う場合、事前に当社までご

相談下さい。なお、給排水設備を使用した場合は、水道使用料をご負担頂きます。 

⑱ 放送設備 

各ホール毎に放送設備を利用することができます。ご希望に応じてＢＧＭ放送装置、マイクを有償で

お貸し出し致します。なお、お持込も可能ですが事前に当社担当者とお打合せのうえご使用下さい。 

 

 

4. 免責及び損害賠償 

免責 

① 開催中及び準備・撤去中において、人身事故・盗難・破損事故・火災等が発生した場合、当社の責によ 

 らない理由により生じた損害については、当社は賠償の責任を負いません。 
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② 天災地変、疫病（新型インフルエンザ等）の流行又はその恐れ（日本国内で当該患者が発生したとき）、 

公共交通機関の事故及び官公署の命令・指導等当社の責によらない理由により展示場の使用及び開催 

が不可能になった場合には、当社は賠償の責任を負いません。 

③ Wi-Fi 使用に関して、次の各号をご承諾頂いたうえでのご使用となります。  

イ) Wi-Fi サービスはベストエフォート型サービス（性能に関して明示的な保証をせずに最大限の努

力でサービスを提供するもの）となります。 

ロ) Wi-Fi サービスは使用者へさらなるサービス提供の一環として実施しておりますが、インターネ

ット環境を 100％保証するものではありません。 

ハ) 通信速度に関しては常時接続環境を提供するものではありますが、使用者の環境や回線の混雑状

況により速度低下や繋がらない場合もございますので予めご了承下さい。 

ニ) 使用者固有の PC 及び通信端末環境や各種設定に関して当社では一切のサポートは致しかねます。 

ホ) インターネット接続中のセキュリティやウイルス感染に関しましては使用者の責任範囲でのご使

用となります。 

ヘ) Wi-Fi サービスでは、使用者に快適で安定したインターネット環境の提供に努めておりますが、予

期せぬ停止や不良が原因となり発生した損害については、一切の責任を負いかねますので、予め

ご了承下さい。 

④ 使用者の依頼により当社が紹介した協力会社（会場設営やケータリング会社、その他イベント会社等） 

と使用者との間で生じた紛争に基づく損害等について当社は賠償の責任を負いません。 

 

損害賠償 

当社敷地内の建造物、附帯設備、備品等を破損・汚損・紛失させた場合、使用者は速やかに当社に連絡し

て下さい。使用者が施設等の使用に関して当社に損害を生じさせた場合（来場者、関係業者に起因する損害

を含む）使用者の責任と負担において原状回復のうえ、損害を賠償して頂きます。 

 

 

5. 関係官公署への届け出・その他                                     

関係官公署への届け出 

関係法令を遵守するとともに、関係官公署（消防署、警察署、税務署、保健所、税関等）に対して必要 

な届け出を行い、指示に従って下さい。なお、消防署への届出は当社防火管理者確認のうえご提出頂きま 

す。 

 

その他 

使用細則に定めのない事項については、事前に当社担当者とお打合せ下さい。

 

以 上
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