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ageHaでの貸切イベント開催をご希望頂くイベンター様、プロモーター様。
ageHaの会場使用料金および詳細は下記をご確認ください。用途・内容によりお見積りさせていただきます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

会場使用料に含まれるもの

[ 利用可能時間 ]
会場使用時間　　22:00～翌8:00 完全退去
オープン時間　 　23:00～翌6:00

[ 利用可能エリア ]
ARENA、ISLAND、WATER、BOXの4エリア。
使用エリアを減らしても会場使用料の減額はありません。

[ ARENAクラブ仕様サウンドシステム ]
ARENAのオクタゴン・サウンドシステム（ageHaの赤色スピーカー）、その他フロアの常設の音響使用料、及び音響人件費2名分。

[ DJ機材一式 ]
別紙記載のDJ機材一式

[ 照明使用料 ]
クラブ仕様の照明の使用料、及び照明人件費
<補足>　ステージライダーによっては照明機材費をご負担いただく場合があります。 あらかじめご相談ください。

[ その他人件費、付帯設備等 ]
運営電源使用料、場内警備料などクラブイベント運営に係わるもの。

[ バス料金 ]

<補足>　基本的に4台で2,000人規模のイベントまで対応可能です。 最終的な運行台数、プランは主催者様とageHaで事前に相
談し、合意の上で本数を決定します。
5台以上の増便や渋谷以外からの発着など、主催者様の意向でageHa推奨の本数よりも多いバスを希望される場合は、別途主催
者負担となります。

[ 会場使用料 ]

¥1,500,000  (税別 / with Tax）

¥2,000,000  (税別 / with Tax）

金曜 オープン時間23:00～翌6:00 / 会場使用時間 22:00～翌8:00完全撤去

土曜・祝前日     オープン時間23:00～翌6:00 / 会場使用時間 22:00～翌8:00完全撤去
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追加費用・会場使用料に含まれないもの

[ 22:00以前の仕込み・リハーサル ]
9:00～22:00　   ¥600,000 +税　　1時間単位でのお貸し出しは対応しておりません。

[ ARENAライブ仕様サウンドシステム ]
ARENAのライブ仕様サウンドシステム（V-DOSCスピーカー）の音響を使用する場合23万円＋税（使用料、および音響管理人件
費2名分含む）がかかります。

[ LED使用料 ]
クラブ仕様・通常DJブースのLEDの使用の場合10万＋税にてご使用頂けます。
ライブ仕様メインステージへLEDの移設を希望される場合、別途移設・設置費用として30万円＋税～の追加経費が発生します。

[ ライブ仕様メインステージ・照明使用料 ]
ライブ仕様のメインステージを使用し、乗り込みの照明が入る場合、照明の管理人件費として3万円＋税～ (1P/1Day）の経費（内
容に応じて要相談）が追加になります。

[ ライブ仕様メインステージ・ライブ照明人件費 ]
ライブ仕様メインステージの使用で、ageHaの照明スタッフがオペレーションを行う場合、クラブ仕様の照明と異なるプランニング
やライブ音源の事前聞き込み、プログラミング等が発生するため、ライブ照明人件費として4万円＋税～（1P/1Day）の経費（拘束
時間と内容に応じて要相談）が追加になります。

[ 舞台監督費 ]
ARENAにおけるクラブ仕様、ライブ仕様の使用形態を問わず、ライブ・パフォーマンス等の進行管理をageHaの制作スタッフにご
依頼頂く場合は3万円＋税～の経費が、舞台監督（進行管理を含む）及びステージのプランニング等までご依頼頂く場合は5万円＋
税～の経費が内容に応じて追加になります。

[ ステージ制作費 ]
ARENA及びその他フロアでステージを制作する場合、別紙のステージ部材使用料（設営人件費込）が発生します。

[ レーザー、CO2、液化窒素等の特殊効果 ]
通常のクラブ仕様のスモーク以外の、レーザー、CO2ジェット、液化窒素等の仕様は別途追加経費が発生します。具体的な金額は
内容・ボリューム等に合わせて都度お見積もり致します。また、ageHaの指定業者以外の特殊効果業者を希望される場合は予めご
相談ください。安全・進行管理が十分に確保できないと考えられる場合はお断りすることがございます。



附則

・　飲食等の売上は全てageHaの売上となります。

・　VIPルームは基本的にageHaのオペレーションでオープンすることとし、主催者とageHa協議の上で利用方法を決定頂きます。

・　出演者のケータリング等について、出演者のケータリング（飲料）は、基本的にageHaよりお買い上げください。内容に応じて見
積もり致します。海外アーティスト等からの指定などの中で、ageHaで取り扱いのないものはお持ち込み頂いて結構です。またシャ
ンパン等の高額商品の持ち込みに関しては持ち込み料を頂く場合がございます。

・　ドリンクチケットに関しては、800円の商品まで購入可能なチケットを1枚600円で10枚単位で販売させて頂きます。

・　お客様の入場料支払いに関して、基本的にカードの利用に同意頂いております。売上より8%がカード手数料として差し引かれま
すので予めご了承ください。

・　物販をご希望される場合は、売上の10%の物販手数料を当日精算させて頂きます。

・　協賛について、主催者様主導でイベントに協賛を付ける場合は、その金額の20%を会場側からご請求致します。協賛については、
　 他にも細かく取り決めがありますので予めご相談ください。
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・　会場側のイベント招待枠として無料ゲスト枠20名(もしくはそれに相当するゲスト枠)をご提供ください。



利用規約 1

A　申込・清算に関して

Use Agreement

1.　催時のご予約の申込みは、ご利用希望日から数えて1年前の月の1日から受付を開始致します。 但し、1 日が土曜・日曜・祝祭
日休館日の場合はその翌日からとさせて頂きます。 　お申し込み・お問い合わせは info@ageha.comまで

2.　ご予約申し込みの際に、必ず企画書をご持参下さい。内容によってはご利用をお断りする場合もございます。

3.　ご予約申し込み頂いたスケジュールは、原則的にご予約より2週間は仮おさえ致します。 2週間を過ぎて連絡のない場合は、予
約を解除致します。
ご利用決定後、ageHa所定の利用申込書に必要事項（開催日・開催内容・社印・担当者印等）を記入・捺印 して頂き、郵送にてお申
し込み下さい。

4.　開催決定後2週間以内に指定の金融機関の口座へ予約金（会場費の50%）をお振込下さい。 利用申込書の受領及び、ご入金
の確認をもって契約成立とさせて頂きます。
尚、会場使用料の残金に関しては、ご利用日の2週間前までに指定の金融機関の口座へお振込下さい。 ご連絡がなくお振込も確認
できない場合、予約を取り消しさせて頂く場合がございます。

5.　当日発生した時間外延長料、オプション機材費等の実費費用に関しては、開催終了後、請求書をお送り致しますので、請求書
に記載された期日までに指定の金融機関の口座へお振込下さい。

6.　会場使用の権利等の譲渡・転貸は禁止致します。

B　利用時間・料金に関して

1.　会場の基本利用時間は、22:00～翌8:00迄とさせて頂きます。 但し、終演時間は6:00厳守とさせて頂きます。 利用時間には、
準備・機材の搬入出、入場者の退場・撤去等一切の時間を含みます。 利用時間延長を希望される場合は、必ず分かる範囲で事前に
ageHa運営責任者に申請して下さい。 催時の内容によっては、 利用時間延長をお断りする場合があります。 ご了承下さい。

2.　基本料金のほか各施設等の利用料金は別表のとおりです。 オプション機材及び各エリアの料金に関しては別途お問い合わせ
下さい。

[ 料金表 ]

基本料金

仕込み・リハーサル

映像収録使用料

ライヴ収録使用料

物販手数料（当日現金清算）

¥1,500,000 (税別 / with Tax)

¥2,000,000 (税別 / with Tax)

¥600,000 (税別 / with Tax)

¥50,000 (税別 / with Tax)

¥50,000 (税別 / with Tax)

売上の10% (税込)

金曜　　　　22:00～翌8:00

土曜・祝前日  22:00～翌8:00

利用料　9:00～22:00

PV・販売目的のもの

ネット配信・販売目的のもの
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C　キャンセルに関して

Use Agreement

ご契約成立後のキャンセルにつきましては、予約金の返金は出来ません。 また、ご利用日より60日以内のキャンセルは基本料金
の100%をキャンセル料として頂きます。 イベント当日より100日以内でのキャンセルは基本料金の50%をキャンセル料として
頂きます。 尚、利用申込書の有無に関わらず、基本料金とは別途損失 が生じた場合には、実費相当額をご請求させて頂きます。

D　利用前の打ち合わせ

ご利用日の2週間前迄に必ず講演内容・スケジュール・物販・設営・撤去・消防・警備について、ageHa運営責任者・各技術責任者
と詳細に打ち合わせを行って下さい。 尚、ageHa内外におけるCD・物販等に関しては、ageHa運営責任者の指示に従って下さい。

E　車両

駐車場及び臨時駐車場の使用については、ageHa運営責任者と打ち合わせして下さい。 事故・盗難等の責任は一切負いません。

F　フード店舗の出店に関して

フード出店に関しては、弊社にて運営、出店手配を致します。 ご要望がある場合は60日前までに担当者へお申し付け下さい。

G　その他の注意事項

1.　ご利用者（申込者の他、催時の関係者を含みます。 以下、同じとします）は、以下の事項を遵守して下さい。
ageHa指定のリストバンドを会場に出入りする関係者全員に着用すること。 ageHa所定の場所以外においてポスター等の掲示
をしないこと。 ご利用期間中、責任者は必ず会場に常駐すること。 予め非常口・避難扉等を確認し、非常事態に備えること。 万が
一救急車を呼ぶ場合は、ageHa運営責任者へまず連絡をすること。 消防上定められた定員（スタンディング時2,402名・椅子使
用時1,103名）を守ること。 催時の内容・目的等に変更がある場合は、ageHa運営責任者に連絡をすること。

2.　ご利用者は、利用者の責任と負担において以下の事項を行って下さい。 機材・装置・道具類の搬入出。 催時終了後の楽屋清
掃及び現状復帰、催時に伴い発生したゴミ、廃材等の搬出。

3.　会場機材の使用に関しては、会場機材管理者立ち会いのもと、会場機材のレギュレーションに沿ってご使用下さい。 イレデュ
ラーなご使用を希望される際は、必ず事前に打ち合わせをお願い致します。 また、そのことにより会場営業に損失が出た場合には
全額を保証して頂きます。

4.　会場に隣接する施設の管理者からの注意・指示を受けた場合は、すみやかにageHa運営者に相談して下さい。

5.　天災、不可抗力等、ご利用者の責によらない事由により、会場の利用が不可能になった場合は、基本料金は返金致します。 但
し、この際のご利用者側で発生する損害については、一切の責任を負いません。
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Use Agreement

6.　施設内における裸火の使用は禁止です。 

7.　オールナイト公演の際の未成年者の入場は一切お断り致します。 保護者同伴の場合も同様です。

H　損害賠償・免責に関して

1.　ご利用者、来場者を含む催事関係者の故意または過失により当施設及び施設周辺の施設・設備・什器・機材・備品等を汚損、
毀損または紛失させた場合、またはそれに起因して第三者に損害が及んだ場合、当社が受ける損害についてはご利用者に賠償し
て頂きます。

2.　催事の際、何らかしらの事由により弊社の名誉を著しく毀損または毀損する恐れのある場合は、ご利用者に損害賠償を請求
させて頂きます。

3.　会場利用に伴い、ご利用者、催事関係者、来場者、関連する第三者に発生した人身事故・物損事故、または設備・什器・機材・
備品等の盗難・紛失・破損などの事件、事故などによる一切の損害は弊社に過失のない限りその責任は負いません。

I　契約の取り消し

ageha productions Co.,Ltd
株式会社アゲハプロダクションズ

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-23-13 アルカイビル 5F
info@ageha.com

以下の事項に該当する場合、会場の利用契約を取り消すことがあります。 

1.　利用申込書の記載に虚偽の記載があった場合。 

2.　この利用規約に違反した場合、あるいは違反する恐れがある客観的な状況が判明した場合。 

3.　各種法令又は条例等に違反し公の秩序、善良な風俗に対し反する恐れがあると認められる場合。



本申込書2通に内容記載、署名、捺印頂き担当者までお送り下さい。

利用申込書

株式会社 アゲハプロダクションズ

Application Form

ageha productions Co.,Ltd
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-23-13 アルカイビル 5F


