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2共通 開催フロー

日程 フェーズ 提出書類

６ヶ月前から
１か月半前まで

お申込み

1ヶ月半前から
31日前まで

事前調整

30日前から
15日前まで

設備確認

14日前から
5営業日前まで

当日
実施
～

搬出・撤収

お見積書提出から２週間以内

開催者 事務局

イベント概要提出

可動プランター業者手配
（イビデン）

ＨＰより問合せ

受領

お申込み
手続き

事前お打ち合わせ・現地確認・イベント指定業者紹介

行政届出用資料
ご提出

最終打ち合わせ

作業許可届

搬出入届

イベント実施

受付
内容確認

回答

内容確認

内容確認
各種申請手続き

利用料金お見積もり

１

最終イベント
マニュアル
ご提出

２

4

5

5

設備利用申込書
ご提出

3

内容確認

使用申込書兼契約書

受領 決定通知書送付

防災センター
に提出

請求書送付お振込み

※２

お申込完了

行政申請
完了

利用開始

開催内容
確認完了

➊使用申込書兼契約書
→イベント基本情報 等
（名称、概要、開催時期等）

➋行政届出用資料
→イベント概要/組織/運営体制図
レイアウト/警備員 等

➌設備利用申込書
→利用時間/口数 等

➍最終イベントマニュアル
→➋＋タイムスケジュール
意匠計画/電気図/連絡先 等

※1 施設利用日の6か月前より申込みが可能です。

各施設の仮押さえ期間はご依頼があってから2週間までとなります。

※2 審査にお時間を頂く場合がございます。

・食品の取り扱いがある場合は、当法人担当者と対応方法をご相談ください。

・企画内容の改善などをご相談させて頂く場合がございます。

・当法人及び中央区の審査の上、場合によっては、開催内容の改善並びに開催計画の中止をお願いする場合がございます。

※3 決定通知をもって契約成立とさせていただきます。また、決定通知以降は利用規約に基づいたキャンセル料が発生いたします。

※4 契約成立後、請求書を発行させて頂きます。施設利用料金は、ご利用日の７日前迄にお支払いください。

ご入金が確認できない場合はイベント中止となり、以降ご利用いただけません。なお、この場合においても規定に基づいたキャンセル料が発生いたします。

また、利用後であっても、追加料金等が発生した場合には請求させていただくこともございます。あらかじめご了承ください。

※5 ご利用に際しては、施設利用にあたっての各種届の提出も必要となります。届け出書類の種類はご利用スペースや実施内容により異なります。

詳細内容、締切等は、事前のお打合せや現地の下見をされる際に随時ご説明いたします。

※6 イベント内容並びに各種届の種類によっては、上記のフローと順番が異なる場合もございます。その場合は随時ご案内いたします。

※7 撮影される際は事前にご相談のうえ、別途撮影申請書を提出してください。

※３

※5

※4

※１

イベント
立会・管理 ※指定業者にて対応

※行政にて審査・承認



3共通 全体MAP



4江戸桜通り地下歩道 基本概要

スペース貸出 サイネージ利用

○ ○

東京メトロ三越前駅に直結し地下でコレド室町１・２・３を結ぶ「江戸桜通り地下歩道（公道）」を、

イベント実施スペースとしてご利用頂けます。

但し公道であるため、中央区及び当法人による審査及び承認が必要となります。

①日本橋の街の賑やかしに資する内容（※）であること。

②一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントによる審査及び、中央区による確認を受けること。

※ 街の賑やかしとは、日本橋への幅広い客層の来街者増や、街への回遊増を見込め、街全体の活性化に寄
与できることとし、「街の魅力や文化等の紹介、情報発信等が行われる」「地元商店、企業の紹介やコ
ラボ、情報発信が行われる」「賑やかし施設（日本橋案内所、橋楽亭、日本橋三井ホールなど）との連
携」を指しています。

ご利用条件

イベント使用可能時間

21:00 23:00～10:006:00

撤去
可能時間

応相談
搬入・設営
可能時間

イベント区画約354㎡

使用可能時間

図面

搬入不可
（土日は可）

8:00

平日 8：00～10：00は、通行の妨げとなるため搬入不可



5江戸桜通り地下歩道 基本概要

会場設備

電源 各柱15か所（1回路15A) ※三相差込プラグなし

ディスプレイ

①60インチ 縦型ディスプレイ15面

②55インチ×９面 横型マルチディスプレイ

基本使用可能時間 6時～23時 ※平日8：00～10：00は、通行の妨げとなるため搬入不可（土日は可）

イベント使用可能時間 10時～21時

面積 約354㎡

床耐荷重 500kg/㎡

電源 各柱15か所（1回路15A) ※三相差込プラグなし

天井高 2,800mm

什器高 2,100mm

水道 あり（トイレ内スロップシンク）※飲食排水不可

夜間仮置 可 ※ご相談ください

音量制限 80dBまで

ご利用条件



6江戸桜通り地下歩道 注意事項

レイアウト

・点字ブロックを横断するレイアウトは不可。但し、通行者の誘導を行うスタッフを配置いただ
ければ可能です。

・通路に面している各店舗（デイリーヤマザキ、冨澤商店、日本橋案内所）、ＥＬＶ（13号機）、
各所出入、トイレの出入口を塞がないようにしてください。

・柱面のデジタルサイネージの画面は視認性を確保してください。

装飾・什器

・床面シート貼り不可。
・デジタルサイネージ筐体装飾不可。
・通路に設置されているサイン類が隠れるような装飾、什器は使用不可。
・のぼり及びイーゼル等、通路上に設置する販促物をご検討の場合は、予め事務局にご相談くだ
さい。

設備

・スタッフ利用可能トイレは、一般のお客さまに留意の上、地下歩道にあるトイレをご利用くだ
さい。

・排水処理が必要な場合はご相談ください。
・当施設に隣接する日本橋案内所内の多目的ルーム（10時～21時／コレド室町１のB1F）、橋楽
亭（10時～21時／コレド室町3 の3Ｆ）を有料にてご利用いただけます。

その他
・デジタルサイネージ放映番組の音量は調整不可。※放映ジャックプラン適応時は全消音可能
（2時間まで）

・音出しを行う場合は、イベント指定業者による測定確認を行っていただきます。



7基本概要福徳の森

スペース

○

長い歴史を持ち地域に愛されてきた福徳神社と連携する立地にあり、日本橋エリアにおいて希少な屋外広場で
ある「福徳の森」は、イベント開催スペースとしてご利用いただけます。

但し、当法人による審査及び承認が必要となります。

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントによる審査を受けること。

※ 中央区特定街区運用基準に基づく展開が必要となります。

ご利用条件

使用可能時間

イベント使用可能時間

21:00 23:00～10:006:00

撤去
可能時間

応相談
搬入・設営
可能時間

イベント占用区画約300㎡図面

音響設備などを使う場合、音出しは20:00まで（要相談）

12:00～13:00、17:00～19:00の搬出入は要相談

イベント利用可能区画

※植栽移動の上、利用可能。

但し、植栽移動費が別途必要です。



8基本概要福徳の森

基本使用可能時間 6時～23時

イベント使用可能時間 10時～21時※音響設備などを使う場合、音出しは20:00まで（要相談）

面積 約300㎡

床耐荷重 25tn/㎡ （車両については２ｔ車まで）

ウッドデッキ耐荷重 200kg/㎡

アンカー耐荷重 22.5kN

電源 45A×３箇所（コンセント盤3箇所 / 各盤コンセント６口）

水道 あり（上水）

専用倉庫 なし

夜間仮置 可 ※ご相談ください

音量制限 65dBまで （隣接するマンションとの境界にて計測）

ご利用条件

会場設備

電源 45A×３箇所

水道 地流し（蛇口２口）

可動プランター ６基

ボラード ２基

コンセント
盤画像



9

レイアウト

・点字ブロックを横断するレイアウトは不可。但し、通行者の誘導を行うスタッフを配置いただけ
れば可能です。

・浮世小路側の植栽帯は移動が可能です（移動費有料）。移動が必要な場合は事務局へご相談くだ
さい。※敷地の境界線から50cmのセットバックが必要となります。

・浮世小路側のボラードは取り外しが可能です。取り外しには工具が必要となりますので、
事前に、事務局へご相談ください。

・備え付け什器は移動が可能です。移動させる場合、鍵が必要となります。
（鍵の貸出：コレド室町1防災センター）

装飾・什器
・床面シート貼り不可。
・設置されているサイン類が隠れるような装飾、什器は使用不可。
・のぼり及びイーゼルなどの販促物をご検討の場合は、予め事務局にご相談ください。

設備
・植栽内照明の消灯をご希望の場合、事務局へお問い合わせください。（※利用条件あり）
・スタッフ利用可能トイレは、一般のお客さまに留意の上、地下歩道にあるトイレをご利用くだ
さい。

安全対策

・テント、サイン類等を設置する場合は、チェーン、紐、固定金具等で強固に固定するなどの安全
措置をおこなってください。

・突風、暴風などによる倒壊、飛散に備え、十分な安全対策を行ってください。
※テント…風速１０ｍを超えた場合、横幕を撤去
※パラソル…防災センター対応
・早朝の風速確認後、その日の対策を行います。
・上記以外にも、風速次第（10m/s 10秒以上）で畳む場合がございます。

※荒天時のイベント中止ガイドラインを事前に定めてください。

搬出・搬入

・トラックでの広場乗り入れ可能。但し、乗り入れ箇所にはコンパネを敷いてください。
・但し植栽帯の移動が必要な場合があります。
・ＥＶカゴ内、ウッドデッキ上の養生は必ず行ってください。
・車両の出入り以外は、エンジンを切ってください。

清掃・ゴミ
廃棄物処理

・開催者にてお持ち帰りください。
・飲食を提供するイベント等では、ご来場者による食べこぼしなどで、会場および周辺道路を汚損
した場合、開催者側にて清掃を行ってください。

・飲食等の調理・作業エリアは養生を行ってください。
・原状復旧にて返却をお願いいたします。
（原状復旧に掛かる費用は開催者側の負担でお願いいたします。）

その他

・雨天対応として江戸桜通り地下歩道を同時利用が可能（割引あり）です。
・音出しを行う場合は、必ず予めご相談ください（広場隣接マンションへの告知等）。
また、イベント指定業者による測定確認を行っていただきます。

・植栽への立ち入りは原則禁止。（電源設置などのやむを得ない場合を除く。要事前申請）

注意事項福徳の森



10仲通り 基本概要

スペース貸出

○

コレド室町１・２の間を通る「仲通り（区道１９号線）」を、イベント実施スペースとしてご利用頂けます。

但し公道であるため、中央区及び当法人による審査及び承認が必要となります。

①日本橋の街の賑やかしに資する内容（※）であること。

②日本橋室町エリアマネジメントによる審査及び、中央区及び中央警察署による確認を受けること。

※ 街の賑やかしとは、日本橋への幅広い客層の来街者増や、街への回遊増を見込め、街全体の活性化に寄
与できることとし、「街の魅力や文化等の紹介、情報発信等が行われる」「地元商店、企業の紹介やコ
ラボ、情報発信が行われる」「賑やかし施設（日本橋案内所、橋楽亭、日本橋三井ホールなど）との連
携」を指しています。

ご利用条件

イベント使用可能時間

20:0011:00

搬出入・設営撤去などもイベント使用可能時間（11:00～20:00）内で行うこと

イベント区画約173㎡

使用可能時間

図面

搬入・設営
不可

8:00

福徳の森

浮
世
小
路

福徳神社

コレド室町1

コレド室町2

54ｍ

搬入・設営
不可

歩行者専用道路として、通行規制中

連絡ブリッジ下
大型什器設営不可

3.6ｍ



11仲通り 基本概要

会場設備

イベント使用可能時間 11時～20時 ※搬出入・設営撤去などもイベント使用可能時間（11:00～20:00）内で行うこと

面積 約 173㎡

床耐荷重 重量物設置の場合は別途相談 （車両については２ｔ車まで）

電源 会場設備図参照

什器高 4,000mm未満 （行政による基準・申請内容に従う）

水道 あり （福徳の森地流しを使用 ※飲食排水不可）

夜間仮置 不可 （カドチへの仮置きは可能 ※同時ご利用の場合のみ / 警備必要）

音量制限 65dBまで

ご利用条件

江
戸
桜
通
り

浮
世
小
路

仲通り

屋外（天井）コンセント
４か所 / 合計1600Wまで
※3口コンセントのため設置にはプラグが必要

イベント盤
（左）照明盤 ブレーカー１つにつき1600Wまで
（右）動力盤 32000Wまで

※施設側指定業者による電気工事が必要



12仲通り 注意事項

レイアウト
・歩道（白線の外）へのレイアウトは不可。
・通りに面している各店舗、コレド入口、各所出入口を塞がないようにしてください。
・夜間の仮置き、残置不可。（カドチへの仮置きは可能 ※同時ご利用の場合のみ / 警備必要）

装飾・什器

・通路に設置されているサイン類が隠れるような装飾、什器は使用不可。
・のぼり及びイーゼル等、通路上に設置する販促物をご検討の場合は、予め事務局にご相談くだ
さい。
※緊急車輌が入る場合がございますので、容易に移動できるもののみとしてください。

・隣接する店舗の視認性を阻害するものは設置不可。

設備

・スタッフ利用可能トイレは、一般のお客さまに留意の上、地下歩道にあるトイレをご利用くだ
さい。

・排水処理が必要な場合はご相談ください。
・イベント盤をご利用の場合は施設側指定業者による電気工事が必要となります。
※電気主任技術者による確認必要

その他
・音出しを行う場合は、イベント指定業者による測定確認を行っていただきます。
・作業届をイベント開始3日前までに室町東三井ビル防災センターにご提出いただきます。



13カドチ1・2 基本概要

スペース貸出

○

仲通りに面したコレド室町１のレストスペースを、イベント実施スペースとしてご利用頂けます。

但し、当法人による審査及び承認が必要となります。

イベント区画カドチ１：約26㎡ /カドチ２：約17㎡図面

仲通り

浮
世
小
路

コレド室町２

コレド室町1

福徳の森

イベント使用可能時間

20:0011:00

※搬出入・設営撤去は原則イベント使用可能時間（11:00～20:00）内で行うこと。
やむをえずイベント使用可能時間外で行う場合、歩行者、車両の安全に注意し道路に
はみ出さないよう行うこと。

使用可能時間

搬入・設営
原則不可

8:00

撤去・搬出
原則不可

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントによる審査を受けること。

ご利用条件

歩行者専用道路として、通行規制中

カドチ１ カドチ2



14カドチ1・2 基本概要

会場設備

ご利用条件

イベント使用可能時間 11時～20時 ※搬出入・設営撤去などもイベント使用可能時間（11:00～20:00）内で行うこと

面積 カドチ１ 約 28   ㎡ / カドチ２ 約 17    ㎡

床耐荷重 重量物設置、車両乗入ご検討の際は別途相談

電源 会場設備図参照

天井高 軒下 3,200ｍｍ

什器高 3,000mm以内

水道 あり （福徳の森地流しを使用 ※飲食排水不可）

夜間仮置 可 ※臨時警備手配が必要

音量制限 65dBまで

カドチ１ カドチ2

コンセントボックス 1500W

屋外コンセント（天井） 1500W（専用コンセントプラグが必要/貸出備品あり）

イベント盤
（左）照明盤 ブレーカー１つにつき1600Wまで
（右）動力盤 32000Wまで
※施設側指定業者による電気工事が必要

7ｍ

2ｍ
3.4ｍ

4ｍ

4ｍ

6.5ｍ

5ｍ

2.2ｍ

コンセント取出口



15カドチ1・2 注意事項

レイアウト

・イベント区画外へのレイアウトは不可。
・イベント区画に面した各店舗の出入口などを塞がないようにしてください。
※待機列などが発生する場合も、近隣の店舗の妨げにならないように、整理誘導をおこなって

ください。
・夜間の仮置き、残置する場合、主催者側の責任にて警備をおこなってください。
・消防設備はふさがないでください。

装飾・什器
・床面シート貼り不可。
・通路に設置されているサイン類が隠れるような装飾、什器は使用不可。
・のぼり及びイーゼル等の設置をご検討の場合は、予め事務局にご相談ください。

設備

・スタッフ利用可能トイレは、一般のお客さまに留意の上、地下歩道にあるトイレをご利用くだ
さい。

・排水処理が必要な場合はご相談ください。
・イベント盤をご利用の場合は施設側指定業者による電気工事が必要となります。
※電気主任技術者による確認必要

・番傘などの移動については、事前にご相談ください。

その他

・音出しを行う場合は、イベント指定業者による測定確認を行っていただきます。
音出しの際スピーカーの向きを隣接テナントに向けない等ご配慮をお願い致します。

・作業届をイベント開始3日前までに室町東三井ビル防災センターにご提出いただきます。
・車両乗入の際は、搬出入以外エンジンを切る。
・停車後ハンドルを切る等の行為はご遠慮ください。またキッチンカー等乗入の際は床面に養生
をお願い致します。



16日本橋三井タワーアトリウム

スペース

○

アトリウムはビル4階まで伸びる高さ約26mの光あふれる巨大空間になっており、荘厳な雰囲気を感じられます。

ヒストリカルウォールと大理石に囲まれた贅沢な空間を、イベント開催スペースとしてご利用いただけます。

但し、当法人による審査及び承認が必要となります。

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントによる審査ならびにマンダリン オリエンタル 東京、三井記念美
術館、千疋屋総本店による事前確認を受けること。

ご利用条件

使用可能時間

イベント使用可能時間

22:00 ～24:3010:007:00

撤去
可能時間

応相談
搬入・設営
可能時間

イベント占用区画約135㎡図面

音響設備などを使う場合、音出しは22：00まで

（要相談、音量制限あり）

基本概要
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基本使用可能時間 7時～翌0時30分 (設営、撤収の時間については要相談）

イベント使用可能時間 10時～22時※音響設備などを使う場合、音出しは22:00まで（要相談）

面積 約135㎡

床耐荷重 重量物設置の場合は別途相談

天井高 25m

電源 会場設備図参照 (イベント盤あり)

水道 なし

専用倉庫 なし ※下図内保管場所での一時保管が可能

夜間仮置 可 ※ご相談ください

音量制限 要相談

ご利用条件

会場設備

日本橋三井タワーアトリウム 基本概要

イ
ベ
ン
ト
盤

動力電源 ２００Ｖ １２０００Ｗまで

コンセント電源
主幹ブレーカー１

２口コンセント×３（１５Ａ×３）４５００Ｗまで
※但し、主幹ブレーカー１二次側直結の場合は、６０００Ｗまで

コンセント電源
主幹ブレーカー２

２口コンセント×３（１５Ａ×３）４５００Ｗまで
※但し、主幹ブレーカー２二次側直結の場合は、６０００Ｗまで

※施設側指定業者による電気工事が必要

17ｍ

4ｍ

18.5ｍ

8.5ｍ

備品等一時保管場所



18

レイアウト

・イベント占用区画外へのレイアウトは不可です。
・待機列や観客がイベント占用区画内に収まるようにレイアウトをしてください。
・館内共用部は飲食禁止となりますので、飲食スペースもイベント占用区画内に収まるようにレイ
アウトをしてください。

・夜間に一時保管、残置する場合、イベント主催者側の責任にて管理をおこなってください。
・消火器等の消防設備の前をふさがないようにしてください。

装飾・什器

・床面シート貼り不可。
・設置されているサイン類が隠れるような装飾、什器は使用不可。
・のぼり及びイーゼルなどの販促物をご検討の場合は、予め事務局にご相談ください。
・ヒストリカルウォールおよび区画内の設置アートを利用した装飾は禁止です。
・強い光を発する照明機器の設置は禁止です。

設備

・照明の消灯をご希望の場合、事務局へお問い合わせください。（※利用条件あり）
・スタッフ利用可能トイレは、一般のお客さまに留意の上1階共用トイレをご利用ください。
・イベント盤をご利用の場合は施設側指定業者による電気工事が必要となります。
※電気主任技術者による確認必要

安全対策
・什器・備品の転倒対策をお願いします。
・区画内にケーブル・配線等敷設の場合はモール等による養生をお願いします。

搬出・搬入

・車両による搬出・搬入の際は、イベント開始3営業日前までに搬出入届を三井二号館2階中央
サービスセンターにご提出ください。

・車両による搬出・搬入は地下3階荷捌き場をご利用ください。
・荷捌き場の車高制限は3,100mmです。45分以上ご利用の場合は別途駐車料金が掛かります。
・大型の什器・備品の搬出・搬入が必要な際は予め事務局にご相談ください。
・台車でエントランスホールを通行すること、乗用エレベータを使用することは禁止です。

清掃・ゴミ
廃棄物処理

・開催者にてお持ち帰りください。
・飲食を提供するイベント等では、ご来場者による食べこぼしなどで、会場およびその周辺を汚損
した場合、開催者側にて清掃を行ってください。

・飲食等の作業エリアは養生を行ってください。
・原状復旧にて返却をお願いいたします。

（原状復旧に掛かる費用は開催者側の負担でお願いいたします。）

その他

・音出しを行う場合は、必ず予めご相談ください。（隣接するレストランへの告知等）
イベント指定業者による測定確認を行っていただきます。

・調理不可
・飲食を提供するイベント等では、保健所の規定に従ってください。
・作業届をイベント開始3営業日前までに三井二号館2階中央サービスセンターにご提出ください。
・作業開始、終了時に日本橋三井タワー2階防災センターにて受付を行ってください。

日本橋三井タワーアトリウム 基本概要



19共通 注意事項

イベント内容の注意事項

●食品のお取扱いについて

• 食品を扱う場合は、予めお申し出ください。

• 申請はイベント開催者によって行っていただきますが、保健所への事前相談は内容によっては事務局が同行いたします。

• 調理行為は原則禁止です。

• 試食提供のための保温についてはご相談ください。

• においが強いものがある場合は、事前にご相談ください。

• 食品表示ラベルの貼付、アレルゲン表示をお願いいたします。

尚、音量制限は概ね下記の数値となります。

福徳の森：65dBまで / 江戸桜通り地下歩道：80dBまで

仲通り、カドチ１・２： 65dBまで

※但し、時間帯や音出しの内容によっては、上記数値によらない判断となる可能性がございます。

※視覚障害者用案内音声を妨げるような音出しは禁止いたします。

※日本橋三井タワーアトリウムの音量制限については要相談

事前申請・相談が必要な内容

●食品の取り扱いがある場合

●物販を行う場合

●大型什器を搬入する場合

●天吊り等の大型装飾を検討している場合

●配布物（パンフレット等）を検討している場合

●販促物（のぼり、イーゼルなど）を検討している場合

●電気工事が必要な場合（施設管理者への事前の計画書提出必須）

●音出し（BGM、マイク使用など）がある場合

●危険物の取り扱いがある場合（発電機設備持込等）

●発電機の設置位置（排気、熱、音、騒音等）

●水道を利用する場合

●ＢＧＭ、マイク利用について

• 音出しがある場合は事前にご相談ください。騒音計にて確認をいたします。

設備についての注意事項

●電気使用について食品のお取扱いについて

• 電源利用時は、電気使用用途及び電気容量の事務局への申請が14日前までに必要です。

• 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。

• 電源利用時は漏電保護タップのご準備と設置をお願いいたします。

• 電気コード類の引き回しがある場合は、モールのご準備をお願いいたします。

• 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

をしてください。

• 屋外での電気配線の接続部は防雨対策を施してください。

• 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してください。

• 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して

ください。（水をかけられない場合は雨天時に測定実施する）

• 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してください。

• 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してください。
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設営について

●通常設営について

• 作業エリアをパーテーションで区画の上、通行者の安全確保と十分な注意の上、設営を行ってください。

• 警備員及び管理者が不在時の残置は不可です。

• 防災センターで貸し出す腕章を装着して作業を行ってください。

●夜間設営について

• 警備員及び管理者が不在時の残置は不可です。

• 防災センターで貸し出す腕章を装着して作業を行ってください。

●商品及び什器類の事前受け取り

• 事前受け取りは行っておりません。

●清掃、ゴミ、廃棄物処理について

• 開催者にてお持ち帰りください。

• 飲食を提供するイベント等では、ご来場者による食べこぼしなどで、会場および周辺道路を汚損した場

合、開催者側にて清掃を行ってください。

• 飲食等の調理・作業エリアは養生を行ってください。

• 原状復旧にて返却をお願いいたします。（原状復旧に掛かる費用は開催者側の負担でお願いいたします。）

●破損・汚損防止対策

• テント、什器などの設置時には、破損・汚損防止のための養生を行ってください。

その他注意事項

• 利用規約を必ずお読みください

• 管理体制表の提出をお願いいたします。（平時、有事の際の指揮命令系統、責任体制を明確にする）

• イベント開催中、中央区の判断により、開催中であっても取り止めとさせていただく場合がございます。

• 通行者及び参加者の安全が担保出来ないと判断した場合は、開催中であっても取り止めとさせていただ
く場合がございます。

• 床面、壁面、貸出備品に破損や著しい汚れ等が想定される内容については、実施内容の変更をお願いす
ることがあります。

• イベント当日の記録用撮影による画像は、当法人事務局のＷＥＢ掲載などへの使用することがあります。

• イベント利用時の競合調整はいたしかねます。

警備員について

●イベントにおける設置物および実施内容について施設側は一切の管理責任を負いません。

●制服警備の手配は以下指定会社へ直接ご依頼ください。なお、イベント運営に対する警備については

会社指定はございません。

●複数日開催イベントでは終了時～翌日の開催時間までの警備をお願いする場合があります。

●このほか当施設が安全管理上必要と判断した場合は開館時間内の警備をお願いする場合があります。

●指定警備会社への警備手配は実施決定後に速やかに仮発注いただき、ご利用日より７営業日前までに

確定・発注ください。

規定の警備手配がない場合は作業が出来ませんので、くれぐれもご理解ください。

【警備依頼先】
株式会社セノン 東京第三支社常駐部
Tel：03-3288-7230
〒101-0003東京都千代田区一ツ橋2-6-3 一ツ橋ビル1階
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※指定腕章を装着して作業を行ってください。

※搬出入時通る際は、周辺環境や設備等を破損しないよう、十分に注意して搬出入を行ってください。

コレド荷捌き場

荷捌き駐車料金

250円／30分

※荷捌き後の駐車は「通常駐車場（250円／30分）」をご利用ください

機械式駐車場1550ｍｍ

出入口通行時間 6時～26時

車両制限
高さ3.2ｍ、重量制限2300ｋｇ、全長5300ｍｍ

全幅1950ｍｍ、全高2050ｍｍ（2トンショート）

荷物用ＥＶサイズ
扉サイズ ：幅1500mm 高さ2400mm

カゴサイズ：幅1950mm 奥行2000mm 高さ3000mm

5日前 防災センター申込

荷捌き場駐車

入館手続き駐車
ICカード

搬入作業
※30分以内

通常駐車場へ移動

搬入について

当日

搬入について

搬出入に関して、指定業者の同行が必須です。

江戸桜通り地下歩道 荷捌きと搬入について



22搬出入マップ 経路 ①

COREDO室町1

１階

COREDO室町

館内

COREDO室町

館内

COREDO室町

店舗入口店舗

CORED室町

オフィス

エントランス

内

階

段

店舗

EV1
商業

EV
ホール用

EV

店舗

店舗

COREDO室町

店舗入口

①「EV1」にてB3F守衛室へ
⇒守衛室にて入館手続き

①内階段（階段4）にて

B1F防災センターへ

通用口から入館（２４時間：開）

6：00～20:00の入館ルート

20：00～6:00の入館ルート

※0：00～6：00の間はシャッターが閉まり、
照明も消えるため、事前申請が必要

COREDO室町
オフィス

エントランス

・江戸桜通り地下歩道
・福徳の森（荷捌きスペース利用）
・カドチ１・２（荷捌きスペース利用）
・仲通り（荷捌きスペース利用）
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21:00～5：00は
Ｂ１階防災センターへ

6：00～20:00の入館ルート

※荷捌きは一時利用スペースのため30分以上の駐車はご遠慮ください。

【6：00～21:00の場合】

①１Fから「EV1」にて
B3Fの守衛室へ

⇒台帳記入、入館カード受領

【江戸桜通り地下歩道】
「EV1」にてB1Fへ

⇒B1Fへはカード操作が必要。

【福徳の森・カドチ・仲通り】
「EV1」にて1Fへ

搬出入マップ 経路 ②

COREDO室町1

地下３階

・江戸桜通り地下歩道
・福徳の森（荷捌きスペース利用）
・カドチ１・２（荷捌きスペース利用）
・仲通り（荷捌きスペース利用）
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6：00～20:00の入館ルート

20：00～6:00の入館ルート

※0：00～6：00の間はシャッターが閉まり、
照明も消えるため、事前申請が必要

COREDO室町
入口

COREDO室町1

地下１階
・江戸桜通り地下歩道

搬出入マップ 経路 ③
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通用口から入退館

23：00～6：00は
セキュリティーのため施錠

※ＩＣカードによる解錠
もしくはインターホンで呼び出しが必要

COREDO室
町

オフィス
エントランス

COREDO室町1

１階

・福徳の森（荷捌きスペース利用）
・カドチ１・２（荷捌きスペース利用）
・仲通り（荷捌きスペース利用）

仲通り

カドチ1

搬出入マップ 経路 ④



26荷捌きと搬入について

※指定腕章を装着して作業を行ってください。

※搬出入時通る際は、周辺環境や設備等を破損しないよう、十分に注意して搬出入を行ってください。

日本橋三井タワー荷捌き場

荷捌き駐車料金

250円／30分

※荷捌き後の駐車は「通常駐車場（250円／30分）」をご利用ください

機械式駐車場1550ｍｍ

出入口通行時間 24時間可能

車両制限
高さ3.1ｍ、重量制限2300ｋｇ、全長5300ｍｍ

全幅1950ｍｍ、全高2050ｍｍ（2トンショート）

荷物用ＥＶサイズ

（E1エレベーター）

扉サイズ ：幅1650mm 高さ2700mm

カゴサイズ：幅2300mm 奥行2100mm 高さ3050mm

積載量：2400ｋｇ

5日前
日本橋三井タワー
防災センター

荷捌き場駐車

入館手続き駐車
ICカード

搬入作業
※４５分以内

通常駐車場へ移動

搬入について

当日

搬入について

搬出入に関して、指定業者の同行が必須です。

日本橋三井タワーアトリウム



27搬出入マップ日本橋三井タワーアトリウム

E1エレベーター

B 1 F

1 F



28搬出入駐車禁止エリア福徳の森

ＣＯＲＥＤＯ室町２
仲
通
り

駐停車について

●福徳神社前・英遊齋 水戯庵前・COREDO室町２店舗前のスペースは、駐停車を避けてください。

●搬出入を終えた車両は、速やかに移動させてください。

●周辺道路での駐車（夜間含む）はご遠慮ください。近隣の有料駐車場をご利用ください。

●自転車・バイク（50cc以下）は、室町東駐輪場をご利用ください。

道路使用許可の交付を受けた場合、福徳の森前に車両を駐車し、搬出入がおこなえます。

搬出入時、停車可能区域

駐停車禁止区域

駐車場出口

福徳神社前

店舗前

YUITO

Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｄ
Ｏ

室
町
1

浮世小路

11：00

～
20：00

通行不可
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※費用はすべて税別価格です。
※施設調整費、各種行政手続費、本施設利用における実費（水光熱費）、指定業者立会費用が含まれます。
※契約成立後請求書を発行させて頂きます。施設利用料金は、ご利用日の７日前迄にお支払いください。
ご入金が確認できない場合はイベント中止となり、以降ご利用いただけません。なお、この場合においても規定に基づい
たキャンセル料が発生いたします。
また、利用後であっても、追加料金等が発生した場合には請求させていただくこともございます。あらかじめご了承くだ
さい。

キャンセル規定

・契約成立時から利用開始日61日前までのキャンセルの時は施設利用料金の25％

・利用開始日より60日前から15日前までのキャンセルの時は施設利用料金の50％

・利用開始日より14日以内のキャンセルの時は施設利用料金の全額

・利用期間中に使用契約が終了した時は施設利用料金の全額

施設利用

費用項目
江戸桜通り
地下歩道

福徳の森 仲通り カドチ１・2 アトリウム

施設利用料金

単体利用 400,000円/日 500,000円/日 500,000円/日 各150,000円/日 250,000円/日

セット利用

《江戸桜通り地下歩道+福徳の森》
700,000円/日

※江戸桜通り地下歩道の施設調整費を、
定価の半額、200,000円/日といたします。

―
カドチ１・２セット

250,000円/日

―《仲通り+カドチ１・２》
650,000円/日

※カドチ1・2の施設調整費を、
定価の半額、150,000円／日といたします。

控室等としての利用可能施設

費用項目 日本橋案内所多目的室 橋楽亭（コレド室町３ ３F）

施設利用料 100,000円／日（10～21時）
30,000円（ 9時半～13時）
30,000円（13時半～17時）
30,000円（17時半～21時）

※日本橋案内所多目的室の利用時間については別途ご相談ください。
※橋楽亭は、撮影場所としてお使いいただけます。（撮影料金は45,000円 最低利用3時間から）
※費用はすべて税別価格です。
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日本橋室町江戸桜通り地下歩道 デジタルサイネージ（柱15面＋マルチ1面）

プラン 広告料 放映回数 放映時間 お申込み期日 入稿期日

１年（15秒枠） 2,500,000円
計64,800回

（保証回数/5,1840回）

6:00～24:00
放映開始日

20日前
放映開始日
10営業日前

半年（15秒枠） 1,500,000円
計32,400回

（保証回数/25,920回）

1ヶ月（15秒枠） 300,000円
計5,400回

（保証回数/4,320回）

1週間（15秒枠） 100,000円
計1,260回

（保証回数/1,008回）

1日（15秒枠） 30,000円
計180回

（保証回数/144回）

一週間静止画（5秒枠） 20,000円
計420回

（保証回数/336回）

※費用はすべて税別価格です。
※デジタルサイネージは、音出し放映可能です。
・縦型ディスプレイ左右と横型マルチディスプレイ各3か所において、別素材の放映可能です。
・試験放映の場合は24,000円／回、試験立ち会いの場合は、追加72,000円／回です。

※OOHメディアについては、ご利用後に請求書を発行いたしますので、実施完了月の翌月末までにお支払いください。

プラン 広告料 作業費 放映時間 お申込み期日 入稿期日

イベント同時開催時
40,000円／1時間
80,000円／2時間

別途、作業費 36,000円
※ジャックは
１日最長
2時間まで

放映開始日
20日前

放映開始日
10営業日前

通常時
100,000円／1時間
150,000円／2時間

ジャック放映プラン

※日本橋エリア対象テンプレート使用



31共通資料 利用するカギの貸出箇所

搬出入に関しては、指定業者の同行が必須です。

鍵の貸し出しおよび立ち会い

※ 要立会の際は、利用開始時と終了時に各担当防災センターへ連絡が必用となります。

※ 電気工事の際は、施設側指定業者による電気工事／電気主任者技術者による確認が必要となります。

※ カドチ２の屋外コンセント（天井）利用の場合、別途変換コネクターが必要となります。（貸出備品あり）

使用設備 鍵名 貸出防災センター

共通

コレド室町1入館 通行IC 室町東、三井タワー

福徳の森Ｂ１Ｆ
（駐輪場横）倉庫

Ａマスター

室町東
福徳の森Ｂ２Ｆ
エリマネ倉庫

エリマネＩＣ

福徳の森

ファニチャー移動 ファニチャーキー（森）

室町東屋外分電盤 屋外分電盤キー

地流し入口 1-06

イベント盤 要立会 室町東（設備担当者）

江戸桜通り地下歩道

各柱備え付けコンセント コンセントカバーキー 室町東

防災倉庫 要立会

ちばぎん

スロップシンク 要立会

ポスターカバー ポスターカバーキー

古河柱デジタルサイネージ扉
Ｂ１Ｆ通路デジタルサイ

ネージ点検扉

デジタルサイネージ音量調整扉 ＥＰＳ１

仲通り

イベント盤 要立会 室町東（設備担当者）

カドチ1

コンセント コンセントカバーキー 室町東

カドチ２ ー ー ー

アトリウム

イベント盤 要立会

三井タワー

SK室 E-2



32共通資料 連絡先一覧

連絡内容 連絡先

・イベント企画・内容の確認
・イベント中止等の判断

03-6875-5596

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 事務局

利用設備 所属 連絡先

●福徳の森
●江戸桜通り地下歩道
●仲通り
●カドチ１・２

・空調対応/急病人、不審者対応/拾得物届出/遺失物、盗難の届出
駐車場内でのトラブル/清掃対応など

室町東防災センター 03-3241-2271

●福徳の森

・電気設備使用

室町古河三井防災センター 03-3241-2331

●江戸桜通り地下歩道

・トイレ内スロップシンク使用時
・ちばぎん防災倉庫使用時

室町ちばぎん三井
防災センター

03-3241-1531

●日本橋三井タワーアトリウム
日本橋三井タワー
防災センター

03-3246-3457

＜COREDO室町テラス＞
●大屋根広場
●江戸通りファサード
●地下歩道エントランス

日本橋室町三井タワー
防災センター

03-5201-8280

防災センター
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※ イベント開催中、中央区及び日本橋室町の判断により、開催中であっても取り止めとさせていただく場合がございます。
※ 通行者及び参加者の安全が担保出来ないと判断した場合は、開催中であっても取り止めとさせていただく場合がございます。

一般社団法人日本橋室町
エリアマネジメント 事務局

イベント中止時の当日連絡体制

イベント指定業者

一般社団法人日本橋室町
エリアマネジメント 事務局

開催者

開催中の問い合わせ、緊急時対応（設備不具合、行列対応、事件、事故、火災、他）

主催者側での中止決定

イベント指定業者開催者

各施設管轄の防災センター

※緊急性、重要度を考慮した上で、各担当への連絡を行う。

一般社団法人日本橋室町
エリアマネジメント 事務局

開催者

イベント指定業者

行政（中央区など）

行政による中止決定

三井不動産ビルマネジメント(株)

三井不動産商業マネジメント(株)

日本橋三井ホール（マグネットスタジオ）

日本橋案内所（スパート）

その他、関係各位への連絡は、上記同様

BM第2オフィス 防災センター 設備

※ イベント開催中であっても天候、災害、その他事象から実施を取り止めとさせていただく場合がございます。
※ 通行者及び参加者の安全が担保出来ないと判断した場合は、開催中であっても取り止めとさせていただく場合がございます。

一般社団法人日本橋室町
エリアマネジメント 事務局

開催者

イベント指定業者

弊法人による中止決定

室町三井ホール（ビルマネ）



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.20220215資料1

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。

●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。

※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）



一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 設備利用申込書（室町東版） ver.20200617

AM法人 防災センター

/ /

事務局記入欄

申し込み日 年 月 日（ ）

イベント制作会社

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

イベント名称

イベント開催期間 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

担当

□ 橋楽亭用裏動線の利用 □ 可動植栽の移動 ※有料 □ 福徳の森 ボラード（車止め）の移動

□ 食品の取り扱い（試食あり） □ 配布物(パンフレット等)

□ 物販 □ 販促物(のぼり、イーゼル等)

□ 大型什器の搬入 □ 電気工事（施設管理者への事前の計画書提出必須）

□ 大型装飾 □ 音出し(BGM、マイク使用等)

□ 日本橋案内所 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

□ 橋楽亭 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

□ 入館ＩＣカード あり （コレド・日本橋三井タワー）・ なし

□ 搬出入車両の有無 あり ・ なし

□ 夜間作業の有無（0時～6時） あり （ 時～ 時）・ なし

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

電源

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

－
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～

水道
□ B1Fトイレ内スロップシンク

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
－

倉庫

□ 駐輪場脇 BIF

□ 福徳の森地下倉庫 B2F

夜間

□ 仮置き □ 仮置き － □ 仮置き □ 仮置き

□ 搬入導線 シャッター開閉
開錠 : ～施錠 :   

－ － － －

空調
□ 空調運転

運転時間 : ～ :
－ － － －

その他
□ 控室（ちばぎん防災倉庫）

開錠 : ～施錠 :   
□ 備え付け什器移動 － □番傘の移動 □ 照明消灯

●使用設備

●搬出入について

●利用施設 ※有料

●事前相談

●備考

資料2

＜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

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中
室町東団地管理組合 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。



【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】
施設利用時の注意事項について

ver.20200617

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。
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