
デイズタウン屋上の小さな空間

そこには、いつも何か楽しいことがあります

楽しいことには、人が集います

人が集まれば、喜びや感動が生まれます

［あーる］には、そんな楽しいことがあります

お申し込みは、こちらに
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楽しいことがある・ふれ愛がある・なんでもある
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広沢土地倉庫（株）デイズタウン事務所

Tel. 029-860-5000
Fax. 029-860-5177

�
駐車場完備



1.　ご利用について

　　1）ご利用目的：皆で集い、楽しむためにご利用ください。

　　2）ご利用可能日：原則として年中無休とします。

　　　　＊但し、施設等の保守点検等のため、閉館することがあります。

　　3）ご利用時間 ： 午前10時から午後8時まで（時間区分は以下の通りです）

          　    ①午前10：00～13：00／②午後13：30～16：30／③夜間17：00～20：00／④全日10：00～20：00

　　　　＊ご利用時間には、会場の準備、設営、リハーサル、撤去等に要する時間が含まれます。

　　　　＊別途準備の時間を必要とする場合には、半日当たり2,000円（税別）がかかります。

　　4）施設利用料（税別）：利用料金は当日お支払いください。

                                                        

                    

　　　　 ① 午前10：00～13：00    　 3,000円    　  4,500円

② 午後13：30～16：30    　 5,000円    　  6,500円

③ 夜間17：00～20：00   　  7,000円    　  9,000円

④ 全日10：00～20：00  　 15,000円   　 20,000円

　　5）駐車場：◎平面駐車場：200台　＊利用時間：24時間

　　　　　　　 ◎立体駐車場：500台　＊利用時間：10：00～24：00　

　　6）音響設備等　    

      　 　アンプ ・マイク（ワイヤード、ワイヤレス）・デッキ・マイクスタンド・スピーカー／2,000円（税別）

　　　　プロジェクター／1,000円（税別）

　　7）ご利用の制限：デイズタウンの管理上の規則に反する場合はご利用いただけない事があります。

　　8）ご利用の変更：ご利用の変更または取消しをされる場合は、遅くとも前日の17時までにご連絡ください。

　　　　　　　　　　＊キャンセル料はかかりません。

2.　ご利用前の準備について

              イベントの内容により、官公庁への届出が必要な場合は、ご利用者ご自身でお手続きをしてください。

3.　ご利用当日について

　　　デイズタウン事務所にご連絡の上、利用上の注意事項を確認してください。

4.　ご利用後について

　　　ご利用いただいた付属設備を元の場所に戻し、ゴミ等は指定の場所に運んだ後、デイズタウン事務所の確認を

　　　受けてください。

平日 祝日土帯間時

デイズタウン4Fイベントホール
楽空間［あーる］
ご利用規定

楽しいことがある・ふれ愛がある・なんでもある

＊公共が入場無料で行うイベントの場合は無料です。

＊NPO・ボランティア・大学生が入場無料で行うイベントの

　場合は半額です。

＊小中高のPTA主催等イベントは無料ですが、必ず保護者が

　参加してください。

＊エアコン、照明、什器の使用料は利用料に含まれています。

お問い合わせ先

広沢土地倉庫（株）デイズタウン事務所

Tel. 029-860-5000

Fax. 029-860-5177
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平面駐車場（200台）
利用時間　24時間
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【立体駐車場のご案内】
2F・3F・4F（500台）
利用時間　10：00～24：00
※4Fは土・日・祝に利用できます。
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