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ショッピングセンター概要

来館客数

HP

2010年 5月1日

三重県津市久居小野辺町1130-7

マックスバリュと70の専門店

25,000㎡

969台

10:00～22:00

(マックスバリュ 9:00～23:00)

平日:約10,000人　　土日祝:約17,000人

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

開店日

所在地

店舗数

敷地面積

駐車台数

営業時間



ショッピングセンター地図

お車でお越しのお客さま
＜四日市市・津市方面＞
国道23号線「垂水」交差点を右折し、
県道14号線を南へ直進2.2km
バイパス「垂水」の交差点を国道に入らず直進
＜松阪市方面＞
国道23号線「運出本郷町」交差点を左折、
国道165号線をJR紀勢本線を超えて、
２つ目の信号(三重県警察学校)を右折し、
県道114号線を北へ1.4km(5つ目の信号)
＜久居方面＞
国道165号線を東へ「三重県警察学校」手前の交差
点を左折し、県道114号線を北へ1.4km（５つ目の信
号）

バスでお越しのお客さま
JR・近鉄津駅東口より「津駅前」バス乗り場１番に
て
「警察学校」行きに乗車し約25分
最寄りの停留所は「城山北」
※「城山北」に停留しない場合「中城山」または
「城山西」
で下車(料金360円)
※１時間に約２本運行
※運行スケジュール等は、「三重交通」ＨＰにて
ご確認くださいませ。



催事場区画

A
B

D

E

G

H

C

F

※売上に対する歩合での使用料のご選択も可能です。

平日 土日祝

A
マックスバリュ前
エスカレーター側

30,000 50,000

B
マックスバリュ前

カルディ側
30,000 50,000

C マックスバリュ前  全面 60,000 100,000

D 森の広場前特設会場 35,000 45,000

E LEPSIM横特設会場 20,000 35,000

F A2風除室前 20,000 35,000

G レストラン街催事場 25,000 40,000

H モーリーファンタジー前 25,000 35,000

区画No. 名称
1日あたりの使用料（税抜,円）
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レーター側
3.6m × 6m = 21.6㎡

カルディ側
24.88㎡

タイル

60cm×60cm

シャッターラインのため、

線上に物を配置しない

電源

電源2つ

看板前は通路のため、必

ず確保をお願いします。

催事場 A.B（C）区画 マックスバリュ前

A

B

【過去実施】 平日：30,000円/日 土日祝：50,000円/日 ※各区画

展示販売会（車両、宅配水、電子機器など）、食品販売、物産展、
物品販売、勧誘・PRイベント、ワークショップ など



催事場 D区画 森の広場前特設会場

【過去実施】 平日：35,000円 土日祝：45,000円

物品販売、スイーツ販売、勧誘・PR企画、ワークショップ など

※ソファーはそのままご利用できます（原状回復にご協力ください）。
※電源は複数個所ございます（使用の場合は事前の連絡必須）。
※強烈に匂いが発生するものに関しては、周りアパレル店多数のためご開催はお控えください。
※空床区画につき、貸出しは2ヶ月先まで



催事場 E区画 ＬＥＰＳＩＭ横特設会場

【過去実施】 平日：20,000円 土日祝：35,000円

展示販売会（宅配水）、勧誘・PR企画、行政主催イベント、ワークショップ など
カーテンには粘着跡が残らなければ、ポスターなどの掲示ができます。

※ご使用時には、【LEPSIM側】と【RCCat側】と分けさせていただくことがあります。
※電源は複数個所ございます（使用の場合は事前の連絡必須）。
※カーテン後ろは許可がない限り、ご使用いただけません。
※空床区画につき貸出しは3カ月先まで

16.2ｍ

1.0ｍ



催事場 F区画 A2風除室前

【過去実施】 平日：20,000円 土日祝：35,000円

展示販売会（宅配水）、勧誘・PR企画、行政主催イベント、ワークショップ など
電源は1口ございます（風除室側）。

※店舗に隣接のため、大きい音が出る企画の実施はご遠慮ください。

6.0ｍ
2.4ｍ



催事場 G区画 レストラン街催事場

【過去実施】 平日：25,000円 土日祝：40,000円

物品販売、食品販売、展示会 など

※区画2箇所同時にご使用いただけます。
※空床区画につき貸出しは3ヶ月先まで

19.8ｍ

6.0ｍ

柱電源2口
（1回路）

1.0ｍ



催事場 H区画 モーリーファンタジー前

【過去実施】 平日：25,000円 土日祝：35,000円

展示販売（宅配水、電子機器など）、勧誘・PRイベント、展示会 など
ガラス面、柱には粘着跡が残らなければ、ポスターなどの掲示ができます

※電源は延長コードなどをご使用いただくと、1口ご使用できます。
その際、目張りするなどの安全対策をお願いいたします。

5.0ｍ

2.4ｍ

催事場
H区画

足元電源
1口1回路



備品、サービス使用料

〇備品の使用料金【1日あたり】
項目 税抜料金(円) 貸出し場所 備考

机（1台）
45cm×120cm　キャスター付

500 2階　会議室 最大10台まで

椅子（1台） 200 2階　会議室 最大30台まで

テープパーテーション（1台） 500
当日、警備に
お伝えください

最大12台まで

カラーコーン（2台）
・バー（1台）

300
当日、警備に
お伝えください

最大10セットまで

L字スタンドPOP（1台） 500
当日、警備に
お伝えください

最大5台まで

※使用希望の場合は予めご申請下さい。当日の受付はいたしかねます。
※時期・状況によってはお貸出しできない場合や、貸出し数に制限を
設ける場合があります。予めご了承ください。

〇サービスの使用料金
項目 税抜料金(円)

ゴミ処理費 200

両替費 300

バックヤード使用料金
（1区画＝2㎡）

1,000

備考

実施期間×日数頂きます（最大2,000円まで）

実施期間×日数頂きます（最大3,000円まで）

1区画1日の使用料
※貸出し場所は時期により異なります。



注意事項・お問い合わせ先
• イベントスペースのご利用に際し、「一時使用契約書」の締結が必要です。

※契約書の締結に1か月ほど時間を要しますので、ご了承ください。
なお、初めて「イオンタウン株式会社とご締結される方は、会社概要、登記簿謄本などの書類のご提出
が必要となります。

• ご開催にあたり、『催事依頼書』、『入店作業届』、『コロナ禍における催事誓約書』を必ずご提出ください。
• 日程は先着決定です。仮押さえなどできますが、内容や都合によりお受けできない場合がございますので、

ご了承ください。
• 使用料金は、イベント開催前までにご入金頂きます。

※契約書締結後のキャンセルはお受けできません。
※売上歩合でのご締結の方はこの限りではございません。

• 開催時に、お客さまとのトラブル、クレーム等発生の際にはイベントを中止させて頂く場合がございます。
• ご契約場所以外、契約場所よりはみ出しての勧誘や開催はできません（特に勧誘・PRイベント）。
• 安全安心、公共の福祉に十分にご配慮ください。
• 『関係者ルール【イオンタウン津城山】』を必ずご確認ください。
• 開催内容によっては、イベントのご開催をお断りする場合がございます。

※SCのテナントの内容と被る場合、予定イベントと重なる場合などが該当します。
• 調理食品（生食の袋詰めも該当）を販売される場合は、開始日1ヵ月以内の検便結果の送付が必要です。

（検査項目：大腸菌O157、O26、O111、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフスA菌、サルモネラ菌 の7項目）

注意事項

お問い合わせ先
営業担当 土屋（つちや） email：tsuchiya-jiyun@aeonpeople.biz
催事担当 辻井（つじい） email：tsujii-tok@aeonpeople.biz

TEL：059-254-0800 FAX：059-254-0801
〒514-1112 三重県津市久居小野辺町1130-7 イオンタウン津城山管理事務所

mailto:tsuchiya-jiyun@aeonpeople.biz
mailto:tsujii-tok@aeonpeople.biz

