
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントが運営管理を行う施設利用に際し、利用における規則類について確認・遵守の上で、下記のとおり申し込みます。

申し込み日 年 月 日（ ）

申

込

者

基

本

情

報

イベント主体者

イベント制作会社

部署名

当日の責任者名

ふりがな

㊞

当日の責任者連絡先

電話番号： ※当日つながる連絡先

mail：

住所

（〒 - ）

イ

ベ

ン

ト

基

本

内

容

イベント貸出期間 年 月 日（ ） ： ～ 年 月 日（ ） ：

イベント名称

イベント概要

想定イベント参加者数 人／1日あたり

使用施設

□ 江戸桜通り地下歩道 （□ 天候にかかわらず利用／□ 雨天時のみの利用）

□ 福徳の森 （□ 天候にかかわらず利用／□ 雨天時は利用なし）

□ 仲通り

□ カドチ１ /□ カドチ２ （□ 仲通り仮置き場として使用）

□ 日本橋三井タワー アトリウム

＜コレド室町テラス＞

□ 大屋根広場 ロ江戸通りファサード □ 地下歩道エントランス

ご
請
求
先

会社名

部署名

ご担当者名 ㊞

電話番号

住所

（〒 - ）

＜書類の送付先＞
お手数ではございますが、下記の内容にて送付・ご提出をお願い致します。
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント
電話番号（業務委託者 株式会社andGo）：03-6875-5596
メールアドレス：jimukyoku01@muromachi-area.jp

＜個人情報の取り扱いについて＞ 該当する書類にご記入いただきました個人情報は、当法人が運営管理を行う施設利用に際しての業務管理の目的でのみ
使用し、厳正な管理の下でお取り扱い致します。また、業務の遂行上、イベント指定業者、管理会社等に個人情報を委託することがございますが、記載の目
的以外で利用することはございません。なお、当法人の個人情報保護方針につきましては、当法人HP「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●本申込みについて、費用の金額について了承の上、本申込書を提出し、当法人が決定の旨を連絡した時点で契約成立となります。
●ご記入頂いた開催情報についてWEBほか告知ツールに掲載させて頂く可能性について許諾します。
●イベント当日の記録用撮影において、当法人事務局のWEB掲載及び事業広告等への使用を許諾します。

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 使用申込書兼契約書 ver.20220401

※申込者と異なる場合は

ご記載ください

事務局使用欄－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

貴社よりお申込み頂きました上記案件につき、事務局にて開催を許可するものと決定致しました。
下記、事務局担当者の印をもって事務局からの決定通知となります。

㊞

年 月 日

担当者名決定金額 ￥ （税込）



【江戸桜通り地下歩道 / 福徳の森 / 仲通り / カドチ１・２ / 日本橋三井タワーアトリウム/大屋根広場】
施設利用時の注意事項について

ver.20220315

１．禁止事項

(1) 誘導スタッフ無配置の点字ブロックを横断するレイアウト

(2) 聴覚障害者用案内音声を妨げるような音出し

(3) 既存で設置されているサインが隠れるような装飾や什器等の設置

(4) 強風や突風の発生が予想される場合において、テント、大型装飾、大型什器、のぼり、パラソル、サイン類等、強風による危険が考えられる物を
設置すること

２．注意事項

(1) 建物や敷地の造作物等の破損・汚損防止のため、設営作業前に十分な養生をすること

(2) 設営作業エリアに第三者等が立ち入らないよう十分な注意と安全確保を行なうこと

(3) 設営作業実施時には必要に応じて警備員もしくは建物管理者の立ち会いを行うこと

(4) テント、大型装飾、大型什器、のぼり、パラソル、サイン類等、強風等による影響が考えられるもの設置はチェーン・紐・固定金具等で強固に固
定する等の十分な安全措置を講じること。十分な安全措置を講じた場合でも強風・突風予想時は一時的に撤収すること。また、屋外に設置の固定
状況を定期的に確認すること

(5) 屋外に設置する偽木、イルミネーション、装飾塔、大型什器等については行政協議や建築基準法に基づく確認申請が必要な場合があるため、必要
性有無を事前に確認すること

(6) 荒天時、非常時のイベント中止ガイドラインを事前に定め建物管理者に提出すること

(7) 電源利用時は、電気使用用途、電気容量および電気配線方法等の必要事項を建物管理者へ事前申請のうえ承認を得ること（電気主任技術者の内容
確認が必要）

(8) 屋外のイルミネーション等の電飾設備は、防雨防水対策使用品とし、水を張った容器に沈めた状態で絶縁抵抗測定を実施のうえ使用開始すること。
また設置後も１か月に１回、電飾設備の雨がかり部分に水をかけ絶縁抵抗測定を実施すること（水をかけられない場合は雨天時に測定実施する）

(9) 電気配線等の施工にあたっては以下注意すること

(10) ア．電気配線等の工事は電気工事士などの有資格者により施工すること
イ．漏電ブレーカーを使用すること
ウ．屋外で電気配線の接続部は防雨対策を施すこと
エ．ブレーカー、タイマーおよびコントローラー等はプルボックス等に収納すること

(11) 電気、通信配線等の配線類の通行動線上への敷設は原則不可とする。
やむをえず通行動線上に敷設する場合は十分な注意と安全対策のうえ可能な限り段差等つまづきが発生しないよう養生を行ない、警備員等の誘導
員にて足元の注意喚起をすること

(12) 電源利用時は、漏電保護機能付開閉器又は漏電保護機能付きコンセントを使用すること

(13) 電源コードリールはコード巻き取り時の使用可能定格と全引き出し時の使用可能定格が異なるため、使用する設備の電気容量を十分注意のうえ使
用すること

(14) 屋外で使用する電気設備は絶縁抵抗測定を実施のうえ使用すること

(15) コンセント使用時は、タコ足配線等による定格容量以上の使用とならないよう十分に注意すること

３．その他事項

(1) 管理体制表の提出をすること（平時、有事の際の指揮命令系統、責任体制を明確にすること）

(2) 以下事項については事前に十分に建物管理者と協議のこと

ア．食品の取り扱いがある場合
イ．音出しがある場合
ウ．ガス機器の取り扱いがある場合
エ．危険物の取り扱いがある場合（発電機設備持込等）
オ．発電機の設置位置（排気、熱、音、振動等）

(3) 適切な賠償責任保険に加入すること

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中

上記事項を理解し厳守のうえ施設利用を使用いたします。

年 月 日

印

本書は２通作成し、（ ）が記名捺印のうえ一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメントと（ ）とが各１通を

保有するものとする。



イベント開催に伴う新型コロナウイルス感染症対応についての誓約書書

１．東京都感染拡大防止ガイドラインの徹底 

東京都感染拡大防止ガイドランを参考に、感染予防対策を行ったうえで、イベント開催を行っていた

だきますようお願いいたします。 

２．マスク着用の徹底 

花粉症等により咳やくしゃみが出る場合も、周囲の皆様が不安を招かないためにも必ずマスクの着用

をお願いいたします。また、来場者の皆様へも着用を促していただきますようお願いいたします。 

３．手洗い、うがい、消毒の励行 

出入口および適正な場所へのアルコール消毒液の設置および手洗い、うがいを徹底いただくととも

に、来場者様へのお声かけもお願いいたします。 

４．ソーシャルディスタンスの確保 

イベントスペース内（待機列含む）での人同士の距離をとる「ソーシャルディスタンス」の確保を

お願いいたします。また、密集・密接等になりそうな場合には、入場制限なども行っていただきます

ようお願いいたします。 

５．参加者皆様の体調管理の徹底 

参加者様（参加されるイベント主催者様、運営者様、協力会社様等含む）の体調管理をお願いいたし

ます。また、発熱や咳等の風邪症状がある方については、参加者様、来場者様問わず、ご参加を控え

ていただきますようお願いいたします。 

６．感染者が出た場合、感染の疑いがある場合の連絡の徹底 

万が一、参加者、来場者の皆様から感染者が出た場合、感染が疑われる症状が発症した場合は、当法

人までご連絡をお願いいたします。 

イベント終了後に感染が発覚した場合につきましても必ずご連絡をお願いいたします。

７．イベントの中止判断 

今後の政府方針によりイベント自粛要請や施設の休業要請があった場合、その他の非常事態が発生

した場合、イベント直前、実施期間中であっても当法人から中止をお願いする場合がございます。 

上記を確認のうえ遵守いたします。 

2022 年  月  日   （法人・団体名） 

（ご担当者様署名） 
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