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1. 店舗情報

営業時間：

URL：

施設名称：

28万⼈の就業者を有する丸の内エリアの中⼼に位置するツーリスト・コミュニケーション・センター

【店舗スキーム】
●経営及び施設管理会社
三菱地所株式会社 / 三菱地所プロパティマネジメント株式会社
●運営会社
good mornings 株式会社

POP UPスペース・物販スペース

9:00〜21:00  ※イベントにより変動

haveanice.jp
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Have a Nice TOKYO!
ハブ ア ナイス トウキョウ

東京都千代⽥区丸の内2-5-2  三菱ビル1F

施設開業：
利⽤⽤途 ：

住所：

アクセス：

（以後「HaNT」）

JR東京駅 徒歩3分・丸ノ内線東京駅 徒歩3分
千代⽥線⼆重橋前駅 徒歩1分

ビル竣⼯年⽉： 1964年7⽉

2021年7⽉



東京と⽇本の魅⼒を国内外に発信する、
ツーリスト・コミュニケーション・センター「Have a Nice TOKYO!」。

東京と⽇本全国の観光資源、新しい開発スポット、
⽇本の⽂化・⾷・技術・商品といった東京と地⽅の幅広い魅⼒を、

⽇本国内や海外に向けて発信します。

2. Have a Nice TOKYO! ーコンセプトー

CONCEPT

※Have a Nice TOKYO!  POP UP ZONEは、「情報提供カウンター」と「POP UP ZONE （⼊れ替わりの情報提供ス
ペース）」で構成。当⾯の間 (2022年11⽉頃迄) は「POP UP ZONE」のみを稼働予定。
2022年11⽉以降は、「POP UP ZONE」に加え、情報提供カウンターも稼働予定で、東京と⽇本の魅⼒を伝える多様な
ツアーや観光ビークルの提供、チケット販売や荷物預かりサービス等を提供。
また、Have a Nice TOKYO! SHOP ZONEは、2021年7⽉開業を予定。
HaNT POP UP ZONEとの連動区画として、各地の名産品等の物販を中⼼に、展開を予定。
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１．地⽅と丸の内の偶発的な出会いの演出
主催者から“上質・本質・ホンモノ“の観光資源・名産品・技術・サービスを紹介する場所として活⽤し、丸の内に集う⼈々は、HaNT
のイベントを通して実際に五感を刺激する体験ができる「リアルな場」となること。
２．丸の内に集う国内外の⼈々の“声”を聞ける場所の提供(主催者のメリット)
主催者は、丸の内に集う⼈々から直接、展⽰内容の感想等フィードバックが得られ、⾃⾝の技術・商品・サービス向上のヒントが得
られる。そのような循環によって、⽇本の技術向上、次世代⽀援や地⽅創⽣を⽀援する「リアルな場」を⽬指す。
３．その地⽅の“関係⼈⼝”になることで、地⽅を“⽀える”、“接点を⾒つける”（来街者・出展者のメリット）
地⽅の観光資源や⼯芸品、新技術を、⼿に取り、⾒て体験していく。それにより地⽅訪問や⽀援への気づきを⽣む。リモートワーク、
ワーケーションや多拠点⽣活など働き⽅とライフスタイルは⼀つの街に縛られない今、⽇本各地の魅⼒を知り、関係⼈⼝となるきっ
かけを提供する。（クラウドファンディングやふるさと納税等とも連動を想定）

HaNT来館者は、丸の内エリア就業者28万⼈、年間241万⼈の訪⽇旅⾏者、国内外のエリアホテル宿泊者、エリア来訪者など幅広いお
客様が想定される。そして主催者(主に、地⽅⾏政、伝統⼯芸技術者、観光事業者等、スタートアップ企業等)には、地⽅の魅⼒を、直
接丸の内に集う⼈々に伝え、フィードバックが得られるリアルな場を提供する。働き⽅とライフスタイルが多様化する今、丸の内に
集う⼈々にとって、その地⽅の魅⼒を知りファン(＝関係⼈⼝)になり得るような偶発的体験を提供していく。

2. Have a Nice TOKYO! ーミッションー
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HaNTが提供する価値

HaNTが⽬指すリアルな場



POP UP ZONE コンテンツの実⾏軸について

⽇本全国の観光資源の紹介
※具体例：観光地、⾃然、街並み、宿泊施設、新スポット、地域の⽂化・⾷・技術・商品等の紹介など。
来訪者が、主催者の地⽅を訪問したい・応援したいといった動機付けになるような、体験や情報提供を盛り込む。
※単なる名産品の紹介や展⽰のみのご利⽤はお断りさせて頂いております。
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3. Have a Nice TOKYO! POP UP ZONE について



POP UP ZONE にて展開可能な事柄

●各種展⽰、トークショー、ワークショップ機能を活⽤したコンセプト発信型のイベント等、様々な⽤途でご利⽤頂けます。
●店内は⽊を基調とした作りで、企画内容に合わせて環境演出が可能です。
●可変性のある什器によって、様々なレイアウトが可能です。
●丸の内のデジタルサイネージ「メディアリンク」と連動し、エリア内での効果的な訴求が可能です。
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3. Have a Nice TOKYO! POP UP ZONE について



・のぼり（⼤）設置やスタッフ様の法被着⽤はお断り致します。
・主催者側で準備するポスターや広告のれん等のデザインの使⽤有無は予め本施設を管理するgood mornings㈱（以後「施設管理者」

という）に事前確認頂きますようお願いします。
・地⽅の名産品などの展⽰をする際、値札掲⽰はお控えください。

※POP UP ZONEでは物品販売禁⽌である為。
※その他内容によって、施設側にて確認を要するものあり。

7

POP-UPゾーンのトーン&マナー

丸の内仲通りとの連動について

施設近隣に広がる丸の内仲通り（アーバンテラス※）において、
POP UP ZONE 企画と連動した展開をご希望の場合は、
NPO法⼈⼤丸有エリアマネジメント協会と協議・調整が必要と
なります。
※アーバンテラスをご利⽤の際には別途費⽤が発⽣致します。

3. Have a Nice TOKYO! POP UP ZONE について
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SHOP ZONE 後⽇掲載予定

4. Have a Nice TOKYO! SHOP ZONE について



5. 施設概要 ーレイアウト図ー
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HaNT レイアウト図

全体 150坪
ポップアップスペース 120坪
情報提供カウンター
パンフレットコーナー
ユーティリティスペース
※給湯室あり

物販スペース 28坪

東京駅側

仲通り側

ポップアップスペース 120坪

情報提供カウンター

ユーティリティスペース

パンフレットコーナー

物販スペース 28坪



ビジネスビルが多い丸の内は整った美しいファサードを形
成している⼀⽅で、路地裏のようなヒューマンスケールの
サイズが若⼲⽋けるきらいがある。
クリエイティブでカジュアルな印象を持つアップルストア
と地続きなテイストで⼈の存在が意識できる空間を創る。
そのことはONのイメージが強いMARUNOUCHIに対し、
親しみやすく海外からの来訪者にも開かれたオープンなも
うひとつの顔を感じさせる。

5. 施設概要 ーデザインー
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具体的には国内で古くから利⽤されている⽊材等の天然素
材を活⽤し昼と夜で設えを変える可変性を持つ展開、変更
可能な空間とする。
⽇本の伝統的な素材や仕上げを新たなデザインで表現
⽊（積⽊）、⽯（⼤⾕⽯）などといった⽇本の伝統的な素
材や仕上げを現代的な技術とデザインで構成した空間づく
りを提案します。さらにライティングデザインによって、
昼と夜の表情を演出する。

5. 施設概要 ー内装ー
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5. 施設概要 ー俯瞰イメージー
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ver. 1.0 - 2020年7⽉

主観パース
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5. 施設概要 ーパースイメージー
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5. 施設概要 ーパースイメージー
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ver. 1.0 - 2020年7⽉

主観パース

9

�����

�



5. 施設概要 ーカウンターパースイメージー
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ver. 1.0 - 2020年7⽉ 10

主観パース

表札付きカウンターイメージ



5. 施設概要 ー施設写真ー
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5. 施設概要 ー施設写真ー
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5. 施設概要 ー施設写真ー
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5. 施設概要 ー施設備品ー
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⼤型４Kモニターを使⽤したオンラインイベントなども可能です。

その他備品につきましては、
別添の備品リストをご確認ください。



6. 本施設活⽤事例（案） ※和歌⼭県を事例としたフィクションです。
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HaNT POP UP ZONE HaNT SHOP ZONE Marunouchi Happ. 
Stand & Gallery

丸の内
メディアリンク

ポップアップスペース120坪 物販28坪 飲⾷10坪 12席
デジタルサイネージ13ビルに

設置
丸の内ビジョン 100台超

【和歌⼭県の関係⼈⼝になろう！】
・熊野古道オンラインツアー
・Why Kumano ゲストハウス宿泊体験
ワーケーション体験ツアー

・梅酒酒蔵ツアーと梅酒試飲・試⾷(無
料)
・和歌⼭県ふるさと納税コーナー・EC
サイト
・梅酒酒蔵を応援しよう！クラウド
ファンディングコーナー

【和歌⼭県産果物を楽しむ1週
間】
・和歌⼭県名産品お⼟産販売

みかん/⽩桃/梅⼲し/アボガド
/はっさく
・試⾷も可能

【和歌⼭グルメを楽しむ１
週間】
・⽣マグロ丼/しらす丼
・柿の葉寿司
・めはり寿司
・和歌⼭らーめん
・グリーンソフト

【和歌⼭県 丸の内ジャック】
以下のメディア媒体でイベン
ト情報を就業者及び来街者に
訴求
・デジタルサイネージ
・丸の内ビジョン
・丸の内ドットコム

（Webサイト/Twitte）

パターン1 【和歌⼭県の関係⼈⼝
になろう！】

パターン2【和歌⼭県の関係⼈⼝になろう！＋ 和歌⼭県産果物を楽し
む1週間】

パターン3【和歌⼭県の関係⼈⼝になろう！＋ 和歌⼭県産果物を楽しむ＋ 和歌⼭グルメを楽しむ１
週間】

パターン4【和歌⼭県の関係⼈⼝になろう！＋ 和歌⼭県産果物を楽しむ ＋ 和歌⼭グルメを楽しむ１週間 ＋ 丸の内ジャック】

50万円／⽇ ＋利⽤料20万円／⽇(予定)
＋利⽤料20万円／⽇＋コラボ

企画料等
(応相談)

+応相談



7. イベント実施Q&A ／ POP UP ZONEについて
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※イベント内容の詳細によっては、以下の「出来ること」についても不可となる場合がありますことを予めご了承願います。
またイベント実施に伴う保健所など関連⾏政等との協議や届け出は、イベント主催者様にてご対応頂くことになりますので、予めご
了承願います。

出来ること／出来ないこと 具体的なイベント例

イ
ベ
ン
ト
関
係

物販
※有料で物品・飲⾷をその場で提
供する⾏為

NG

無料のサンプリング OK 宮崎県シンボルキャラクター
「みやざき⽝」シールを無料配布

有料サービスの提供

※チケット販売・無形のサービス
(⽂化体験やツアー)をHANT内で
現⾦等を受領して提供する⾏為

OK 観劇チケット販売・丸の内ツアー販売
有料着物体験＠HANTの販売
有料オンラインツアー＠HANTの販売

オンライン配信 OK オンライン放送の収録・ライブ配信を⾏う

リアルのセミナー 観光系※１のセミナーに限りOK Peatix等で事前予約(有料)した⼀般客向け観光セミナー

ECサイト・ふるさと納税との連動
HANTで展⽰した物品を求める⼀般客をEC
サイト⼜はふるさと納税サイトに誘導して決
済させる。
※展⽰物に但し値札を貼るのはNG

宮崎名産品「ヨーグルッペ」及び、それが購⼊できる
ECサイトのQRコードがセットで展⽰されている



7. イベント実施Q&A ／ POP UP ZONEについて
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出来ること・出来ないこと 具体的なイベント例

飲
⾷
関
連

試⾷・試飲(無料) 個包装された⾷べ物の試⾷はOK
⽇本酒をおちょこ等で試飲程度はOK

・個包装のまんじゅうを⼿渡し、
試⾷していただく。

・おちょこで⽇本酒の試飲
※量・種類は要相談

⾷べ物系の⽂化体験(有料) ⾃分で作ったお菓⼦・お茶を飲むのはOK ⽇本茶体験・⾃分が⼊れたお茶を飲む(有料)

ケータリング※２

(ツアーの⼀環としての弁当等
のケータリングを想定)

オンライン予約等で飲⾷店(Happ.等)に弁
当を発注した⼀般客に対し、飲⾷店スタッ
フが弁当やお茶(⽸やペットボトル)HANT
内で渡すことはOK

【宮崎オンラインツアー Happ.弁当付き＠HANT】

・参加者はPeatixでイベントに事前予約
・Happ..スタッフがHANT迄届けた弁当

+お茶⽸を参加者が受取り。
・オンラインツアー中に参加者は

弁当を⾷べる。

テイクアウトの持込み

(ツアーの⼀環としての弁当等
の持ち込みを想定してます。）

イベントの⼀貫として、⼀般客が⾃⾝で
Happ.等でテイクアウトした弁当や飲み物
をHANT内で⾷べるのはOK

弁当持ち込みだけはNG

【Happ.宮崎⽜弁当を⾷べつつ宮崎の魅⼒を県出⾝有名⼈と⼀般客が語
り合うイベント】

・⼀般客はHAPP.で買った弁当を持ち込み
・HANT内のイベント会場で弁当を⾷べつつイベントに参加

※１ 「観光系」の情報発信とは、『東京と⽇本全国の観光資源、新しい開発スポット、⽇本の⽂化・⾷・技術・商品といった東京と地⽅の幅広い
魅⼒を、⽇本国内や海外に向けて発信すること』としております。
※２ ツアーやイベントはHANT主催であっても、ケータリングは参加者が飲⾷店(HAPP.等）に直接発注している形態が前提



8. 施設利⽤プラン −ご利⽤料⾦等−
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POP UP ZONE 1⽇あたり50万円基本利⽤料⾦

オプション

展⽰⽤に⽣じるデザインや媒体制作等については基本的にご利⽤者様にて制作・実施いただきますが、
施設運営会社にて承ることも可能です。

下記はあくまでも概算になります。各種制作物の内容や量により変動いたします。お気軽にご相談ください。
・制作ディレクション費 30万〜
・デザイン費 20万〜 ※印刷費別途
・進⾏管理費 ⾒積合計の15%

■制作のご相談も可能です。 ※制作会社：good mornings（株）



8. 施設利⽤プラン −ご利⽤料⾦等−
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スタッフについて

キャンセル

■利⽤申込書提出後から利⽤⽇初⽇より31⽇前までの取消：利⽤料⾦の50％
■利⽤⽇初⽇の30⽇前以降の取消： 利⽤料⾦の100％
※天変地異や不測の事故・災害で当該スペース利⽤が不可能となった場合は、キャンセル料は発⽣いたしませ
ん。また、このために⽣じた損害の賠償は致しません。

■キャンセル料⾦ ※要相談

■施設常駐は基本的に1名となります。別途スタッフが必要な場合は、費⽤が発⽣します。

別途スタッフ常駐⼈数に応じて発⽣あり

■常駐スタッフにて基本的なご案内や施設の開閉などは⾏いますが、より魅⼒的なイベントにするために主催者側
のスタッフの常駐をオススメいたします。



9. ご利⽤の流れ
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催事概要書のご提出

１次審査

企画書（詳細）のご提出

２次審査

ご利⽤申込み

ご⼊⾦期限

事前確認／打合せ

最終確認

3ヶ⽉前

2ヶ⽉前

１ヶ⽉前

ご利⽤をご希望の場合は、当施設のPOPUPコンセプト及び利⽤細則をご理解いただき、催事の企画コンセプ
ト・⽬的等を⽰した催事概要書のご提出をお願いいたします。

ご提出頂いた催事概要書を基に、企画内容が当施設のコンセプトと⼀致するかどうか審査させていただきま
す。企画の内容によってはご使⽤をお断りする場合もございます。また、その理由を明⽰する義務は負いま
せん。審査には５⽇営業⽇程度の期間を要します。

１次審査を通過されましたら、催事の⽬的、内容、期間等の企画の詳細を⽰した企画書のご提出をお願いい
たします。

企画の内容によっては、ご使⽤をお断りする場合もございます。
また、その理由を明⽰する義務は負いません。審査には５⽇営業⽇程度の期間を要します。

企画の内容を審査の上ご利⽤可能と判断させていただいた場合、利⽤申込書に必要事項等をご記⼊の上、企
画書とともにご提出をお願いいたします。利⽤申込書の受理をもって、ご決定、契約成⽴といたします。

催事の詳細について担当者とお打合せをお願いいたします。実施⽇の１ヶ⽉前までに実施レイアウト、実施
体制図、タイムスケジュール等を含む運営マニュアル等、確定させた資料の提出をお願いいたします。

利⽤申込書提出

実施関係資料⼀式提出

ご利⽤料⾦を実施⽇１ヶ⽉前までにご⼊⾦お願いいたします。万が⼀ご⼊⾦が確認できない場合は会場をお
貸出しできなくなりますのでご注意ください。

実施の10⽇前までに、イベントの実施内容等、すべての事項について最終的な確認および調整を⾏っていた
だきます。催事の詳細について担当者とお打合せをお願いいたします。承認を得た申請内容に基づいた実施
をお願いいたします。万が⼀実施の内容が異なる場合、契約の解除、使⽤の中⽌をさせていただく場合がご
ざいます。
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はじめに
本施設は⼀般的なレンタルスペースとは異なります。Have a Nice TOKYO!のコンセプトに合致する内容のみ実施が可能とな
りますので、選定・審査があることをご了承頂きます。尚、ご提出いただいた資料・情報は保管させていただきますので、合
否に関係なく回収のご要望にはお答えできません。

1. 利⽤料⾦について
・施設ご利⽤に伴い発⽣する料⾦は、基本利⽤料⾦及びオプション利⽤料⾦です。ご利⽤料⾦については、「7. 施設利⽤プラ

ン -ご利⽤料⾦-」をご確認ください。
・オプションは別途料⾦となります。

2. 利⽤時間について
・店内展⽰及び物品販売は施設の営業時間通りとさせていただきます。※応相談
・設営および撤去作業は、営業時間外（オープン前、お客様の退出完了後）となります。
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3. 利⽤申し込みと⼿続きについて
・お申込みは利⽤開始⽇の6ヶ⽉前から受付いたします。
・利⽤希望⽇の空き状況をお問い合わせの上、利⽤希望⽇４ヶ⽉前までに、催事の⽬的・内容等を⽰した催事概要書のご提出

をお願いいたします。催事概要書の内容を審査の上、ご利⽤可能と判断させていただいた場合、次に催事の企画書をご提出
いただきます。企画書の審査も通過されましたら、規定の利⽤申込書に必要事項をご記⼊・ご捺印の上、下記までお申込み
ください。企画内容によってはご利⽤をお断りする場合もございますので予めご了承ください。※お申込みから実施までの
流れは前項「ご利⽤の流れ」も併せてご確認ください。

＜申込先＞ Have a Nice TOKYO! 担当宛（good mornings株式会社） E-mail  :    HaNTのアドレス（取得中）

・利⽤申込書の受理をもってご決定、ご契約成⽴といたします。
・契約成⽴時点よりキャンセル料が発⽣いたしますのでご注意ください。
・ご利⽤料⾦の請求書を予めお送りいたしますので、請求書に記載された指定銀⾏⼝座に利⽤⽇の１ヶ⽉前迄にご⼊⾦をお願

いいたします。尚、振込⼿数料は、申込者の負担とさせていただきます。
・所定の期⽇までにご利⽤料⾦のお⽀払が確認できない場合は、申込者の都合で申込みを取消したとみなし、契約を解除の上、
キャンセル料を頂戴いたしますので、予めご了承ください。

・契約成⽴後であっても、後述の「利⽤の制限」に該当する場合があると施設管理者が判断した場合は、利⽤申込書を無効と
し、相当のキャンセル料を頂戴いたしますので予めご了承ください。
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4. 利⽤申込のキャンセルについて
・利⽤申込書ご提出後、申込者側の都合で利⽤を取り消される場合は、所定のキャンセル申請書に必要事項を記⼊の上ご提出
ください。下記の通りキャンセル料を頂戴いたします。キャンセル申請書を確認後に請求書を発⾏いたしますので、請求書
の到着⽇から10⽇以内にお振込みください。また、取り消し申込み時点で発⽣している実費については、キャンセル料とは
別に申し受けます。
＜キャンセル料＞
*利⽤申込書提出後から利⽤⽇初⽇より31⽇前までの取消：利⽤料⾦の50％
*利⽤⽇初⽇の30⽇前以降の取消：利⽤料⾦の100％
※天変地異や不測の事故・災害で当該スペース利⽤が不可能となった場合は、キャンセル料は発⽣いたしません。また、こ
のために⽣じた損害の賠償はいたしません。

5. 利⽤の制限について
・ご利⽤の最終決定権は当⽅が保有し、企画内容を審査の上、ご利⽤をお断りする場合もございます。また、その理由を明⽰

する義務は負いません。尚、以下の項⽬に該当すると判断した場合は、貸出をお断りいたします。契約成⽴後及び利⽤途中
であっても契約の解除、使⽤の中⽌をさせていただく場合がございます。その結果、利⽤者にいかなる損害が⽣じても当施
設は⼀切の責任を負いません。また、予定される付帯料⾦等について請求させていただく場合がございます。
*利⽤申込書の記載事項（利⽤者、利⽤⽬的、利⽤内容等）に虚偽の記述があった場合。
*所定の期⽇までに利⽤料⾦の⽀払いがなされなかった場合。
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*当施設の利⽤権の全部または⼀部を第三者に譲渡または転貸したとき。
*利⽤規則やビルのルール等に違反したとき。または、これらに基づくビルの施設管理者の指⽰に従わなかったとき。
*関係諸官庁より中⽌命令が出た場合。
*⼤規模地震対策措置法により、警戒宣⾔が発令された場合。
*公序良俗に反するもの。
*政治、宗教活動（勧誘を含む）等に関係するもの。
*当施設を含む建物、付帯設備を損傷・滅失させる恐れがある場合。
*来街者、ビルの就業者、周辺店舗に迷惑を及ぼす恐れがあると判断されたとき。
*「反社会的勢⼒の排除」（※）に抵触していると認められるとき。
*当施設の運営管理上⽀障があると判断した場合。
*周辺店舗及び施設管理会社の競合とみなす企業・サービスと判断するもの。

※利⽤者が施設管理会社及び店舗運営会社に対し、⾃⼰（⾃⼰が法⼈の場合は、代表者、役員または実質的に経営を⽀配する者）が暴⼒団、暴⼒関
係企業、総会屋等の反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約すること。

6. 利⽤前打ち合わせについて
・利⽤⽇の１ヶ⽉前までに、実施レイアウト、実施体制図、タイムスケジュール等を含む運営マニュアル等、確定させた資料

をご提出の上、店舗運営会社と必ずお打合せください。
・企画内容によってはご利⽤をお断りする場合もございますので、事前の打合せ、下⾒等は店舗運営会社と綿密に⾏ってくだ
さい。
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7. 免責及び損害賠償について
（不可抗⼒による利⽤停⽌）
・災害、その他不可抗⼒によって当施設の利⽤が困難になった場合、既にお納めいただいた利⽤料⾦は返⾦いたしますが、こ

れによる催事の中⽌に伴う損害については、当施設は賠償の責任を負いません。

（その他の事由による利⽤停⽌）
・当施設等の都合により、利⽤の停⽌を求める場合があります。この場合、既にお納めいただいた利⽤料⾦は返⾦いたします
が、これによる催事の中⽌に伴う損害については、当施設は賠償の責任を負いません。

（その他の免責）
・展⽰品並びにご利⽤者及び第三者の所有物の盗難、毀損等による損害については、当施設は⼀切賠償の責任を負いません。
・当施設の設備等の故障により使⽤者が施設を利⽤できない場合、既にお納めいただいた利⽤料⾦は返⾦いたしますが、これ

による催事の中⽌に伴う損害については、当施設は賠償の責任を負いません。
・当施設内外の建造物、設備、備品を汚損、毀損または紛失した場合、利⽤者はこれを原状に回復し、⼜は、当施設が算定し

て原状の回復に要する費⽤の⼀切を賠償いただきます。なお、汚損、毀損、または紛失の事態が⽣じた場合は、速やかに店
舗運営管理会社へご連絡ください。

・他の利⽤申込者、施設及び周辺店舗、来街者に対して損害を与えた場合、相⼿⽅が被った損害を賠償いただきます。尚、当
施設は⼀切の賠償の責任を負いません。

・上記の他、利⽤者が利⽤規則に違反した場合は、これによる損害を賠償いただきます。
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8. 注意事項について
（管理責任）
・利⽤期間中において発⽣した事故については、利⽤者⾃⾝のみならず関係業者等の⾏為であっても、全てご利⽤者の責任と

し、当施設は⼀切の責任を負いません。事故防⽌には万全を期するようお願いいたします。
・利⽤者の責任と負担において必要な各種保険への加⼊をお願いいたします。

（禁⽌事項）
・危険物の持込みは禁⽌いたします。
・盲導⽝、介助⽝、聴導⽝以外の⽣体の持込みは禁⽌いたします。
・当施設内での喫煙は禁⽌いたします。ビルの喫煙室をご利⽤ください。
・商品や什器等の搬出⼊の際は、周辺店舗の店前やビルの共⽤部、通⾏の妨げになる場所への物品等の放置はご遠慮ください。

また、搬出⼊のルールについては次項「作業マニュアル」をご確認ください。
・店舗前でのチラシ配りや客引きは禁⽌です。
・施設内に、飲⾷物を持ち込み、施設内で飲⾷することはできません。

※イベントの内容に付随し、試⾷試飲を伴うワークショップなど開催を開催する場合の実施可否については、
内容に応じて施設管理者と協議の上、判断させていただきます。

（原状回復）
・施設の原状回復は利⽤者側にて⾏っていただき、搬出・清掃終了後は店舗運営会社⽴会いの下で点検を⾏います。
・利⽤者が原状回復を⾏わない、または原状回復に不⾜がある場合は、当社が原状復帰（撤去・処分等含む）を⾏い、原状復
帰に要した実費を請求させていただきます。
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（その他注意事項）
・設営、撤去及び搬出⼊作業については次項「作業マニュアル」に従って作業を実施してください。
・搬出⼊動線と来街者の動線が交錯する場合には来街者を優先とし、安全に⼗分な配慮をお願いいたします。
・装飾・ディスプレイにより、照明スイッチ・⾮常⼝・⽕災報知器等を塞がないようにご注意ください。また、スプリンク
ラーなどの散⽔障害とならないよう展⽰・装飾を⾏ってください。

・不測の災害に備え、利⽤前に⾮常⼝、消⽕器の位置、避難経路について確認を⾏ってください。

※本利⽤規則は予告なく変更する場合もございますので、予めご了承ください。尚、利⽤者は契約成⽴の時期に関わらず変更後の規則に従っていた
だきます。

9. 申込み及びお問合せ先について
お問合せはメールにてお願いいたします。

＜連絡先＞ Have a Nice TOKYO! 担当宛（good mornings株式会社） E-mail  :    contact@haveanice.jp
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◆基本事項
*設営および撤去作業はご利⽤者側でお願いいたします。
*設営および撤去作業は営業時間外（オープン前、お客様の退出完了後）となります。
*設営および撤去作業はビルのルールに従い実施してください。

１．作業時間
a）通常作業：施設営業終了後〜翌７：００
b）⼤規模搬出⼊作業：２４：００〜翌６：００
c）特殊作業：２４：００〜翌６：００※但し、塗装については〜翌５：００

２．作業基本事項
・作業内容については、必ず事前打合せをお願いします。予定外作業については⼀切お認めできません。
・現場施⼯は原則禁⽌です。別で施⼯のうえ、搬⼊をお願い致します。
・⽕気作業は禁⽌です。無⽕気作業にてご計画下さい。※⽕気作業の定義は後述をご確認下さい。
・外構を作業場として使⽤することはできません。室内での作業をお願い致します。
・作業により室内及びビル共⽤部等を汚損・損傷した場合、復旧に係る⼀切の費⽤をご負担頂きます。
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３．作業⼿続き
・作業にあたっては、事前にビル指定書式の作業届をご提出下さい。
・作業届は作業の７営業⽇前迄にご提出をお願い致します。
・作業届は１枚で１週間の作業を受付致します。
・作業届をご提出頂きましたら、施設管理会社の承認後、作業届の控えをお返し致します。
作業当⽇は控えを持参のうえ、作業開始前に三菱ビル防災センターにて⼊館⼿続きをお願い致します。

４．その他
・お⼿洗いは指定場所以外の使⽤はしないで下さい。
・喫煙場所のご⽤意はございません。千代⽥区は路上喫煙禁⽌となっております。
・作業により出た廃棄物は全て持ち帰り頂き処理をして下さい。ビルへの廃棄はできません。
・店舗を離れる際は必ず施錠をお願い致します。作業中の過失による損失が発⽣した場合は全額補償頂きます。
・万⼀⽕災が発⽣した場合、直ちに消防へ通知のうえ初期消⽕にあたり、防災センターへの連絡を⾏ってください。
・その他、⾮常事態発⽣時は必ず防災センターへの連絡をお願い致します。
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◆搬出⼊ルール
１．⾞両での搬出⼊を⾏う場合、地下２階駐⾞場荷捌きスペースを利⽤して下さい。

※１：駐⾞場の⼊出庫は５：００〜２４：００の時間に限ります。
※２：⼊庫可能な⾞両は、⾼さ２．１ｍ、⻑さ６．０ｍ、幅２．５ｍまでとなります。
※３：駐⾞料⾦は３０分までは無料となります。以降は有料です。

２．搬出⼊導線については、必ず指定された導線をご利⽤下さい。
３．貨物ELV（13号機）のサイズは以下です。搬⼊物のサイズは事前にご確認ください。

ELVカゴ内⼨法 横幅１９００ 奥⾏１９００ ⾼さ３０００
⼊⼝⼨法 横幅１４００ ⾼さ２３００

４．路上に⾞両を停⾞させて搬出⼊作業を⾏う場合、貴⽅にて道路使⽤許可等の必要な申請をお願い致します。
ビル館外での作業についての責任は⼀切負いかねます。

５．重量物の搬出⼊の際は、コンパネ等での養⽣を必ずお願い致します。※搬出⼊図⾯は別途お打合せの後、お渡しします。
６．⼤型の什器関係の搬出⼊を⾏う場合、周辺店舗の営業が終了する２４：００以降でご計画下さい。
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６．⽕気作業は禁⽌です。⽕気作業の定義としては⽕花が発⽣する機器としております。
・⽕気使⽤対象⼯具例

a）切断機（⾼速カッター、チップソーカッター等）
b）グラインダ・サンダ（デスクグラインダー、ベビーサンダー等）

＜⾮常時のご連絡先＞ 三菱ビル防災センター ０３−３２８７−５９３７

◆特殊作業について
１．特殊作業についてはビル内及び歩⾏者への影響を及ぼすことから２４：００以降でご計画下さい。
２．指定時間内であっても、計画外の⼯事を⾏い、周辺就業者・歩⾏者等からのクレームがあった場合、
即作業は中⽌をして頂きます。

３．騒⾳・振動作業については、インパクトドライバー等の機器を使⽤する⼯事は全て対象と⾒做します。
４．臭気作業実施時については、臭いの少ない低臭性（⽔性）塗料等を選定頂き、翌⽇の営業に⽀障が無いことを確認して下
さい。臭気により営業に⽀障が⽣じた場合、その損害を補償頂きます。

５．作業実施時に店舗外に臭気が拡散しないように、出⼊り⼝・隙間に⽬貼りをして下さい。
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◆施設での取材・撮影について
１．取材・撮影をご希望の場合は、施設運営会社宛て、事前にご連絡・ご相談をお願いいたします。内容を確認し、可否を判

断致します。
２．取材・撮影について、施設運営会社との確認が完了しましたら、別途規定の撮影申請書のご提出をお願いいたします。
３．撮影可能時間：＜施設内＞原則施設営業時間以外の時間帯

＜共⽤部（店舗前貫通通路）＞原則⽉〜⾦の8：00まで、及び⼟⽇祝祭⽇の9：00まで
通勤時間帯（平⽇8：30〜9：30）及び混雑する時間帯は、撮影不可

４．取材・撮影の対象店舗以外の店舗が背景に写り込む場合は、必ず各店舗の事前の承諾を得てください。
５．雑観撮影の場合、⼈物の顔が特定できないようご配慮ください。
６．ご紹介内容については、事前に原稿確認をさせていただきます。
７．ビル周辺の道路等への違法駐⾞は厳禁です。エリア内「丸の内パークイン」をご利⽤ください。
取材・撮影⽤に駐⾞場の確保はしておりません。⼤規模な搬出⼊を伴う撮影については、事前にご相談ください。

８．掲載紙・誌を発⾏時に施設運営会社にご送付ください。
９．取材・撮影に際しては上記事項に加え、以下の規定を遵守ください。
①責任者は取材・撮影に先⽴ち企画書を提出し、施設運営会社と⼗分お打合せください。
②取材・撮影の際は、所定の申請書を実施３営業⽇前午前１１時（⼟⽇祝を除く）までに施設運営会社へ提出してください。
申請書の提出ならびに施設側にて受理されていない取材・撮影は実施できません。

③届出の期⽇は厳守し、申請内容に変更等⽣じた場合は直ちにご連絡ください。
④撮影中、責任者は携帯電話などで緊急時の連絡が常にとれるようにしてください。
⑤責任者は、撮影開始前にこの規定を撮影関係スタッフ全員に周知徹底してください。
⑥取材・撮影開始前には防災センターにて取材・撮影開始の⼿続きをお願いします。終了後は速やかに防災センターへご連絡下さい。
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⑦取材・撮影には届出の責任者または撮影責任者が常時⽴会い、事前申込内容と異なる取材・撮影や事故が無いように注意してください。
⽴会いが出来ない場合は予め代理⼈を⽴てて申請を⾏ってください。

⑧施設関係者ならびに施設運営会社は、いつでも取材・撮影現場に⽴ち⼊り出来るものとし、必要な指⽰を受けた場合は、必ず従ってく
ださい。

⑨休憩時間中でも、現場が無⼈とならないよう、必ず1⼈以上のスタッフを配置してください。また、機材等の放置がないようにしてく
ださい。

⑩共⽤部分を取材・撮影の作業場として使⽤することは出来ません。
⑪撮影セットの作り込みは、原則として店舗営業時間外に⾏ない、他に迷惑を掛けないよう注意願います。またビル管理⾯での事前審査

が必要となりますので、実施3⽇前（⼟⽇祝を除く）までに撮影申請書とは別に、作業届を提出してください。施設関係者からの要請
があった場合は、直ちに撮影を中⽌していただきます。

⑫撮影による廃棄物は必ず袋または箱に⼊れ建物外に搬出処理し、ビル内ゴミ箱や塵芥処理室には捨てないでください。また撮影により
汚損した場所は撮影スタッフにおいて責任をもって清掃をお願いします。破損した場合には速やかに施設管理会社に連絡してください。

⑬万⼀⽕災発⽣の場合は直ちに消防署に連絡すると共に初期消⽕に当り、同時に防災センターに急報してください。
⑭⼈⾝事故、その他重⼤事故が発⽣した際や救急⾞を要請した際は、防災センターに急報するとともに、応急措置をお願いします。また

別途、事故報告書を提出していただきます。
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事務局への届出 提出書類は以下になります。指定フォーマットをお送りしますので、期限までにご提出ください。

提出書類 概要 期限

催事概要書 企画コンセプト・⽬的、企画内容、開催希望時期、主催者概要等 4ヶ⽉前

企画書 企画内容詳細 1次審査通過後速やかに

利⽤申込書 利⽤申込書の受理をもって、開催決定・契約成⽴ 3ヶ⽉前

実施関係資料 運営マニュアル（実施レイアウト、実施体制図、タイムスケジュール等含む） 1ヶ⽉前

作業届 店舗内での作業、搬出⼊作業の申請（施設管理会社宛） 1週間前

関係諸官庁への届出

催事の内容によっては、関係諸官庁等への届出及び、申請が必要となる場合がございます。法令等で定められた届出事項や利⽤及び計
画実施に関して、必要な事項についてはご利⽤者側にて所定の期間までに諸官庁へ届出等を⾏ってください。関係諸官庁へ届出等を
⾏った場合には、施設運営管理者に届出・申請書類の控えをご提出ください。

警察 丸の内警察署 03-3213-0110

消防 丸の内消防署 03-3215-0119

保健所 千代⽥区千代⽥保健所 03-5211-8161


