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Aeontown 2012 All Rights Reserved

所在地 ：〒899-5431
鹿児島県姶良市西餅田264-1

最寄駅 ：JR日豊本線 帖佐（ﾁｮｳｻ）駅 徒歩約10分
九州自動車道姶良ICおよび加治木ICより約10分
桜島スマートインターチェンジより約2分

駐車場台数 ：約2,800台（身障者用スペース 28台）

駐輪台数 ：約820台

開店日 ：西街区 2016年3月10日
東街区 2017年4月22日（グランドオープン）

入館客数 ：推定800万人（年間）

営業時間： 10：00～21：00 年中無休

基本商圏： 車60分圏
人口約４７万人 世帯数約20万世帯
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■ＳＣ概要
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核店舗 ：イオン姶良店（イオン九州）

店舗数 ：西街区 105店舗
東街区 51店舗 計156店舗

その他 ：映画館「シネマサンシャイン姶良」
姶良市民サービスセンター「あいぽーと」
郵便局
イオンゆめみらい保育園あいら
コミュニティFM「あいらびゅーFM」
ペットショップ「PeTeMo」
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■ＳＣ概要②
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西街区
①1階 森のコート
②1階 エスカレータ横
③2階 イベントコート
④2階 イベントコート横
⑤2階 タウンホール
⑥3階 キッズパーク横
⑦3階 ワッツ前

東街区
⑧1階 風のコート
⑨1階 波のコート
⑩1階 カフェレッドダイニング前
⑪屋外 さくらの広場
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■SC全体図
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・表示価格は税抜です
・備品の貸出については貸出表をご覧ください
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■催事場使用料

平日 土日祝
繁忙期

面積 備考

①森のコート
150,000円 200,000円

80㎡

⑧風のコート 155㎡

③イベントコート
100,000円 150,000円

66㎡

⑨波のコート 62㎡

②エスカレータ横

70,000円 100,000円

6㎡

④イベントコート横 20㎡

⑥キッズパーク横 12㎡

⑦ワッツ前 10㎡

⑩レッドダイニング前 14㎡

⑪さくらの広場 70,000円 100,000円 560㎡ 屋外、ステージあり
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・表示価格は税抜です

・備品の貸出については次ページの貸出表をご覧ください。

・お申し込みは4時間以上のご使用から承ります。
・使用時間は１時間単位でお願いいたします。
例） 可：【12：00～17：00】 不可：【12：00～16：30】

・利用可能時間は 10：00～19：00 です。（準備・片づけ含む）
・使用料にはテーブル、イスの貸出も含みます。
・プロジェクター及びプロジェクタースクリーン（100インチ）を使用されたい場合はご相談ください。
・ホール内での飲食は禁止です。
・使用中のレイアウトは自由ですが、使用後はもとのレイアウトへお戻しください。
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■タウンホール使用料

平日 土日祝
繁忙期

面積 備考

⑤タウンホール 7,000円（1時間） 9,000円（1時間）

158㎡

4時間以上

1日単位でご使用の場合
10：00～19：00

50,000円（9時間） 60,000円（9時間）
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■備品貸出表

備考

長机
（折り畳み式）

500円 Ｗ：1,800×Ｄ：450×Ｈ：700（ｍｍ）
W：1,500×D：450×H：700（ｍｍ）
※使用状況によりいずれかの貸出となります

会議用イス（白） 100円

パイプイス 100円

店内用イス（茶・木） 200円

L字看板 100円 転倒防止のため、必ず重りで固定してください

ロープパーテーション 100円 リボン部は約1.2ｍ伸縮可能です

1500パネル 500円 画鋲は使用できません
W：800×H：1570（ｍｍ）

ステージ 2000円 Ｗ：1,200×Ｄ：2,400×Ｈ：400（ｍｍ）

※上記価格は全て税別、１日単位となります

※イベント等でご希望の数量をお貸しできない場合がございますので予めご了承ください
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■①西街区1階 森のコート

6ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

150,000円 200,000円 13×6 80㎡ 配電盤
（2口6

回路・
動力1

回路）

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等展
開不可
・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止
・インフォメーションマップ前は使用禁止
・4面マルチ前に什器を展開する場合は別途
ご相談ください（高さ制限がございます）

配電盤
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■②西街区1階 エスカレータ横

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 3×2.1 6㎡ 壁コンセント ・シャッターライン下、什器等展開不可
・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止

電源
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■③西街区２階 イベントコート

5.5ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D

（ｍ）

面積 電源 備考

100,000円 150,000円 12×5.5 66㎡ 配電盤（2口
6回路・動力
1回路）

柱コンセント
×４

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等
展開不可
・非常扉付近使用不可

配電盤

シャッターライン

12ｍ
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■④西街区２階 イベントコート横

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 5.5×3.5 20㎡ 床コンセント
×２（同一
回路）

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等展
開不可
・非常扉付近使用不可

電源（床）

電源形状
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■⑤西街区２階 タウンホール

料金 使用可能サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

別表 16×9.5 158㎡ コンセント
×４

・使用後はレイアウトを元に戻してください。
・散水栓、消火器前は物を置かないで下さい。
・ホール内倉庫の使用をご希望の場合は別途ご相談くだ
さい。

16ｍ

9.5ｍ

倉庫
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■⑥西街区３階 キッズパーク横

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 4×3 12㎡ 柱コンセント
×1

・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止

電源
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■⑦西街区３階 ワッツ前

3.3ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能サ
イズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 4×3.8 10㎡ 床コンセント
×２(同一回
路）

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等
展開不可
・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止

シャッターライン
防火扉開閉部

防火扉開閉部
防火扉開閉部

電源

3.8ｍ
2.1ｍ
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■⑧東街区1階 風のコート

9.6ｍ

15.6ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能サ
イズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

150,000円 200,000円 15.6×9.6 150㎡ 配電盤
（2口6

回路）

柱コン
セント
×４

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等展開
不可
・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止
・インフォメーションマップ前は使用禁止

配電盤

シャッターライン
6ｍ
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■⑨東街区1階 波のコート

16ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能サ
イズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

100,000円 150,000円 16×3.6 62㎡ 配電盤
（2口6

回路・
動力2

口2回
路）

・シャッターライン下、防火扉付近、什器等展開
不可
・エスカレータ昇降口でのお声かけ禁止
・インフォメーションマップ前は使用禁止
・4面マルチ前に什器を展開する場合は別途ご
相談ください（高さ制限がございます）

配電盤
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■⑩東街区1階 レッドダイニング前

6ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能
サイズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 6×2.4 14㎡ 柱コンセント
×１

・指定エリア外での声かけはご遠慮ください
・周辺店舗へのご配慮をお願いいたします
・電源を使用する場合はコードにカバーもし
くは養生をお願いいたします

電源

2.4ｍ
2.4ｍ

6ｍ
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■⑪東街区屋外 さくらの広場

4.6ｍ
10.5ｍ

平日
（税別）

土日祝繁
忙期
（税別）

使用可能サ
イズ
W×D（ｍ）

面積 電源 備考

70,000円 100,000円 20×28 560㎡ 配電盤
(2口4

回路・
動力２
口1回
路）

・搬入出は駐車場からとなります
・動線の確保が必要となります

配電盤

28ｍ 20ｍ
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22ページの搬入車入口(西)もしくは歩行者入口より敷地内に入り、従業員入口から入館してください。

お客様入口の使用は原則禁止いたします。

【入館時】

②防災センターで必要事項を記入し入館証を受け取ってください。

③入館用のバーコードリーダ(橙)で入館証のバーコートを

スキャンしてください。

④館内にいる間は入館証を首から提げてください。

【退館時】

①防災センターにて、退館の台帳を記入してください。

②耐寒用のバーコードリーダ(青)で入館証を

スキャンしてください。

③入館証を返却し退館してください。

■西街区 入退館方法
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22ページの搬入車入口(東)より敷地内に入り、従業員入口から入館してください。

お客様入口の使用は原則禁止いたします。

※東街区は電子錠を設置しております。

【入館時】

①入口のインターホンで呼出操作を行ってください。(警備員が応対いたします)

②防災センターで必要事項を記入し入館証と電子錠用セキュリティカードを受け取ってください。

③防災センター前に設置の外来者専用の入館用カードリーダにセキュリティカードをスキャンしてくだ
さい。（音がなったことをご確認ください）

④館内にいる間は入館証を首から提げてください。

【退館時】

①防災センターにて、退館の台帳を記入してください。

②手荷物検査台にて、セキュリティカードスキャンを行い、手荷物検査を行ってください。

※手荷物が無い場合でも、スキャンが必要です。（3秒ほど手をかざして下さい）

③退館用カードリーダにセキュリティカードをスキャンしてください。

④電子錠が開錠されたら、返却BOXに入館証とセキュリティカードを返却し、退館してください。

■東街区 入退館方法
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【搬入について】

・22ページの搬入車入口より入っていただき最奥までお進みください。従業員入口付近の邪魔になら
ない場所に駐車し搬入作業を行ってください（警備員の指示に従ってください）。

・搬入作業を開始する前に必ず前述の入館手続きを済ませてください。

・搬入作業終了後は車両を必ずＥ駐車場へ移動してください。

【搬入出注意事項】

・搬入出可能時間

①8：00～9：45 ②19：00～20：30

※近隣が住宅街となっております。20：30までに車両を敷地内よりご移動ください。

※19：00より前に搬出をご希望の場合は事前にご相談ください。

※上記時間外での搬入出については別途警備費用がかかる場合がございます。

→ 18,000円（税抜）程度

・台車を用いた搬入出は制限させて頂いております。

→ ＜積荷制限＞ 西街区150cm以下 東街区120cm以下

※什器等、大きいサイズのものの搬入がある場合は事前にご相談ください。

■搬入出について



Aeontown 2012 All Rights Reserved21

【駐車場について】

◆◆必読厳守◆◆ 駐車場利用の際は事前申請が必要です。

・必ず22ページのＥ駐車場をご利用ください。お客様用駐車場の利用は禁止いたします。特段の理由
がある場合はご相談ください。

・近隣が住宅街となっておりますので必ずバック駐車でお願いします。駐車場内および道路ではお静か
にお願いいたします。

・関係者専用駐車場のため「ポール止め」をしております。車の出入後は必ずポールを元通りにしてく
ださい。

・「駐車許可証」は必ずダッシュボードに掲示してください。

・近隣の迷惑になりますので駐車場での居座りはご遠慮ください。停車中はエンジンを切るか、アイドリン
グストップを徹底してください。

・駐車場内での事件・事故その他トラブルについては、一切責任を負いませんのでご了承ください。

・E駐車場へは22ページの案内図A,Bより左折で進入してください。

■駐車場について
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■案内図

入口
搬入車入口（西）

従業員入口
搬入口

従業員入口
搬入口

搬入車入口（東）

歩行者入口

E駐車場へは青線
以外の道は使用し
ないでください

A

B

姶良店
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■お客様用施設の使用について
・喫煙所 → 営業時間にかかわらず、使用禁止となります。

東西街区２Ｆ従業員休憩室内の喫煙所をご利用ください。

・トイレ → 利用は可能ですが、着替え・化粧・歯磨きはお控えください。

飲食を扱う催事の場合はバックヤード内の従業員用トイレをご利用ください。

・食事はご自由にお取りください

→ ・ただし、入館証は外してください。制服の場合は上着を羽織っていただき、

スタッフと分からない格好でお取りください。

購入したものについては、従業員休憩室にてご飲食ください。

・休日のピークタイムに取られる場合は、一般のお客さまを優先して頂き、

ずらして取るようにご配慮願います。

バックヤード入口
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■お申込みの流れ・問い合わせ先

【お申込みの流れ】
お問合せ → 企画書・提案書のご提出 → 打合せ → 申込書・必要書類のご提出
→ 覚書締結 → 使用料ご入金（歩合制の場合は催事後入金） → 催事開催

・当SCにて実施実績がない場合は、使用希望日の60日前までにお申し込みください。
・使用許可は審査の上、当社にて決定させていただきます（先着順ではございません）
審査の結果、お断りする場合がございます。
・催事の内容は主催者の責任で開催されたものであり、当社は一切の責任を負いません。
・お申込み受付後のキャンセルにつきましては、予定使用料を請求させて頂き、今後の

ご使用をお断りさせて頂く場合がございます。

【問い合わせ先・申込先】
〒899-5431
鹿児島県姶良市西餅田264-1
イオンタウン姶良 管理事務所
ＴＥＬ 0995-67-6013 ＦＡＸ 0995-66-2521
ＨＰ http://www.aeontown.co.jp/aira/
催事担当 今西
MAIL : imanishi-kazu@aeonpeople.biz

http://www.aeontown.co.jp/aira/


催事申込用紙（一時使用契約書必要情報） 

【契約締結先】         

会  社  名  

代 表 者 名  

住   所 〒 

 

T  E  L  F  A  X  

実 施 責 任 者 名  

【書類送付先（契約書、請求書等）】※上記と異なる場合のみ記入 

送 付 先 

（支店・事務所等） 

 

住 所 〒 

T E L  F A X  

メ ー ル  

担 当 者  

【請求について】 

  ・原則として実施期日の前日までに、指定の口座へお振込みください。振込手数料はご負担いただきます。 

   前日までに振込できない場合はご記入ください。 

入 金 可 能 日     年   月   日  

理 由  

  ・歩合制契約の場合は、最低売上保証額分を実施前までにお振込みいただき、最低売上保証額超過分は請求

書到着後かつ実施最終日から 2週間以内にお振込みください。 

【実施ＳＣ・指定場所・使用期間・実施内容・使用料】※ご記入時点での情報で結構です。 

 指定場所 使用期間 実施内容 使用料 

（税抜） 

例 西街区１階森のコート 2020/10 /●  ～ 2020/12 /● ウォーターサーバーPR ●●●円 

    /   /    ~     /    /     

   /   /    ~     /    /     

   /   /    ~     /    /     

   /   /    ~     /    /     

      

【過去に実施した実績の有無】  ※イオングループでの実施も含む。 

 あり 実施実績場所 ①    ②   

 なし 

【催事実施時間・問い合わせ先】 

催事実施時間 

（SC営業時間 10：00～21：00） 

催事期間中お客様問合せ先 ▼必須▼ 

※必ず連絡のつく連絡先をご記入ください。 

 TEL： 

次ページへ続く 

 



【注意事項】 

ご提出はメール・FAXまたは直接管理事務所までご提出ください。 

・使用期間につきまして 

 原則 3か月以内の契約となりますので、使用期間は 3か月以内の期間で記入をお願い致します。  

 3か月内で実施内容が変わる場合、複数実施の場合はそれぞれの内容の記入をお願い致します。  

 

■実施決定後に必要な書類 ※すべて写しで結構です。 

① 初めて実施の会社様 

・履歴事項全部証明（個人の場合は住民票） 

・会社概要（個人の場合は経歴書） 

  ・印鑑証明 

  ・販売者責任（ＰＬ法)保険（販売の伴わない場合は施設賠償責任保険） 

    飲食店のみ   

  ・保健所の販売許可書 

  ・細菌検査結果報告書(こちらは開催月ごとに必要となります) 

  (細菌検査結果必要項目：赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌[O157]、腸チフス菌、パラチフスＡ菌) 

      ・ 

  通信・水・太陽光のみ   

・誓約書（各催事ごと毎回提出） 

  古物取り扱いのみ   

・古物業の許可証 

② イオンタウン姶良で実施実績がある会社様 

※定期的に「①記載書類」の再提出の依頼を弊社からさせていただきます。 

【貸出備品等】 

  原則備品の貸出はありません。どうしても必要な場合は下記にご記入ください。(別途有料) 

  ※希望に添えない場合もございます。 

  

 

ご不明な点は下記にお問い合わせください。 

イオンタウン姶良管理事務所 営業担当     TEL 0995-67-6013 FAX  0995-66-2521  



イオンタウン株式会社 申請日

TEL 0995(67)6013  /  FAX 0995(66)2521

下記事項の注意事項を尊守のうえ、作業届を申請いたしますのでご承認下さい。（太枠内記入）

催 事 開 催 期 間

営 業 時 間 ： ～ ：

会 社 名 / 責 任 者 / 　　　㊞

連 絡 先

【搬入日】　　 年 月 日 【搬入時間】 ： 　 　：　　

【搬出日】 年 月 日 【搬出時間】 ： 　　 ：

搬入・搬出作業会社名　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

その他依頼内容

注意事項　（熟読のうえ、作業を実施して下さい。）

1

2

3 作業中は警備員及び管理事務所の指示に従って下さい。

4 作業者は必ず従業員出入口より入退館し、所定の手続きを行って下さい。

5

6 作業に火を使うことは原則禁止です。作業上必要な際は事前に相談して下さい。所轄消防署の許可が必要になります。

7 当SC内の作業中は全館禁煙です。喫煙は指定の従業員用喫煙所をご利用下さい。

8 作業に当たっては持込品・持出し品の確認を受けて下さい。

9 作業により生じたゴミ、廃棄物はお持ち帰りください。

10 24時から翌日6時までの作業は時間外費用をご負担いただきます。

11 催事期間中の応援者は、なるべく公共交通機関をご利用ください。（お客様用駐車場は使用禁止です。）

備考 部　署

確認日

作業届は原則5日前までに提出して下さい。

    年　　　　　月　　　　　日

イオンタウン姶良 御中

催事利用業者作業届出書

申

請

者

年　　　　月　　　　日　　　　～　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　

 ~

 ~

開 催 場 所

作業内容（具体的に）

搬入・搬出内容

(※9：45～10：15および

20：30以降の搬入出は不

可)

車種・色

車両No.

車種・色

確認印

作業に変更等が生じた場合は速やかに届け出て下さい。届出が無い場合には作業、入店の許可をいたしません。

入館中は必ず入館証を首から提げてください。（入館証は退館時に返却して下さい。）

Ａ　Ｔ Ａ　Ｄ

／ ／

車両No.

車種・色

車両No.

駐車場利用車両

（お客様用駐車場は使用禁止）

※車両№記入例)　鹿児島123あ1234



催事名 会社名

日付 報告者名 印

　※注意書き
・一枚をコピーしてご利用ください。
・報告書は翌朝までに必ずご提出ください。
・報告義務を怠った場合、不正と判断し、即刻営業停止
　の対応を願う場合もございます。

・連絡事項がある場合はご記入ください。

短期催事売上報告書

開店前のレジ0円点検

売上レシート 連絡事項

レシート内の下記科目に数字と

下線をご記入ください。

①総売上

②総点数

③税抜金額（レジ袋代も含む）

こちらにレシートをお貼りください。

こちらにレシートをお貼りください。


