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広域マップ

広域図 狭域図

所在地：福岡市博多区那珂6丁目 23-1 他（福岡市青果市場跡地）
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フロアマップ

パーク事務局室
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イベントスペースの詳細



場所 1階筑紫通り側フォレストパーク

利用範囲 58.32㎡（10.8m × 5.4m）

床耐荷重 —

使用時間 / 本番時 10：00 ～ 21：00 （※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時（閉館時間中）

注意事項
・ガンダムの演出時に音声が流れます。

・車両による搬入は深夜1時～6時

①フォレストパーク
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使用可能設備

使用用途 PRイベント・物販・マルシェ等

電源 100V/20A・5回路 × 2ヶ所

水道 あり

車両展示 可

音出し 可（音量制限あり）

クレジット端末 要相談

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：40万円 /日

▶ 土日祝：70万円 /日

2,000
3,600

2,700

・テント（1.5k×2K）6張設置可（※会場設備にテントは含まれません）

10,800

5,400

↓ガンダム側

↓点字ブロック分電盤→

(税別)



使用可能設備

使用用途 PRイベント・ワゴン等

電源 100V/20A・5回路

水道 なし

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

場所 1階JR線側オーバルパーク内

面積 706.5㎡（直径30m）

床耐荷重 350kg/㎡

使用時間 / 本番時 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 深夜1時～6時（閉館時間中）

注意事項 ・人工芝上に設置物を置く際は養生必須

②オーバルパーク
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利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：30万円 /日

▶ 土日祝：50万円 /日

22,600

30,000

10,350
4,200

5,700

分電盤→

(税別)



使用可能設備

使用用途 PRイベント・ワゴン・展示等

電源 100V/20A・5回路

水道 なし

車両展示 可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

場所 1階中央メディアパーク

面積 A:123㎡ B;114㎡（ステージ含む）C:123㎡ D254㎡

床耐荷重 350kg/㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時（閉館時間中）

注意事項
・他イベントと同時開催の場合がございます。

・車両搬入は23時～翌日5時

③メディアパーク
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21,000

8,500 8,50017,500

6,500

14,500
スペース

A

スペース

B

スペース

C
スペース

D

利用料金
（本番時）

一部利用（①A, ②B+D, ③C）▶ 平日：20万円 /日 ▶ 土日祝：40万円 /日

全面利用（A,B,C,D） ▶ 平日：50万円 /日 ▶ 土日祝：100万円 /日

ステージ

(税別)

カード
ブース

カード
ブース



場所 3階グランダイニング内ファームスタジオ

面積 約33.5㎡

使用時間 10：00～21：00

設営撤去 要相談

その他設置物

・IHクッキングヒーター ・シンク

・水栓 ・冷蔵庫

・電子レンジ ・プロジェクター

注意事項
保健所等への申請が必要な場合は

主催者様にてお手続きをお願い致します

④ファームスタジオ
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使用可能設備

使用用途 料理教室・講座等

電源 100V/20A・2回路

水道 あり

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：5千円 /1時間

▶ 土日祝：8千円 /1時間
(税別)



場所 1階 アインズ＆トルペ前

面積 約15㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時

注意事項 ・チラシの配布はスペース内外何れも禁止となります。

使用可能設備

使用用途 PRイベント、物販、マルシェ等

電源 あり

水道 なし

車両搬入 不可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

⑤ 1階 アインズ＆トルペ前
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3,000

5,000

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：10万円 /日

▶ 土日祝：20万円 /日

電源(床下)→

(税別)



場所 1階 南エスカレーター前

面積 約17㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時

注意事項 ・チラシの配布はスペース内外何れも禁止となります。

使用可能設備

使用用途 PRイベント、物販、マルシェ等

電源 なし

水道 なし

車両搬入 不可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

⑥ 1階 南エスカレーター前

11

3,500

5,000

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：5万円 /日

▶ 土日祝：10万円 /日
(税別)



場所 1階 カメラのキタムラ前

面積 約12㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時

注意事項 ・チラシの配布はスペース内外何れも禁止となります。

使用可能設備

使用用途 PRイベント、物販、マルシェ等

電源 あり

水道 なし

車両搬入 不可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

⑦ 1階 カメラのキタムラ前
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3,500

3,500

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：10万円 /日

▶ 土日祝：20万円 /日

電源(床下)→

(税別)



場所 2階 COACH前

面積 約25㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時

注意事項 ・チラシの配布はスペース内外何れも禁止となります。

使用可能設備

使用用途 PRイベント、物販、マルシェ等

電源 なし

水道 なし

車両搬入 不可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

⑧ 2階 COACH前
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利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：10万円 /日

▶ 土日祝：20万円 /日

5,000

5,000

(税別)



場所 2階 LOFT前

面積 約16㎡

使用時間 10：00～21：00（※営業時間中の設営・撤去は不可）

設営撤去 22時～翌日9時

注意事項 ・チラシの配布はスペース内外何れも禁止となります。

⑨ 2階 LOFT前

14

使用可能設備

使用用途 PRイベント、物販、マルシェ等

電源 あり

水道 なし

車両搬入 不可

音出し 周辺店舗に迷惑とならない範囲で可

利用料金
（本番時）

▶ 平日 ：10万円 /日

▶ 土日祝：20万円 /日

4,000

4,000

電源(床下)→

(税別)
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ご利用料金一覧

利用施設 基本利用枠 利用可能時間 基本利用料金一般

フォレストパーク
10:00〜21:00 終日

平日 ：40万円/日

土日祝：70万円/日

使用用途：PRイベント、物販、マルシェ等

メディアパーク

10:00〜21:00 終日
一部

利用

平日 ：20万円/日

土日祝：40万円/日

10:00〜21:00 終日
全面

利用

平日 ：50万円/日

土日祝：100万円/日

使用用途：PRイベント、ワゴン、展示等

オーバルパーク
10:00〜21:00 終日

平日 ：30万円/日

土日祝：50万円/日

使用用途：PRイベント、ワゴン等

ファームスタジオ
10:00〜21:00 終日

平日 ：5千円/時

土日祝：8千円/時

使用用途：料理教室、講座等

利用施設 基本利用枠 利用可能時間 基本利用料金一般

※時間外の設営・撤去時、事務局担当者立会費は別途料金が発生致します。(22:00〜翌9:00) 
※施設内の倉庫貸し出しを希望する場合は別途料金が発生致します。

※販売を伴う場合：期間売上高に対して、18％を乗じた額（消費税等別途）

※税別
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ご利用料金一覧

利用施設 基本利用枠 利用可能時間 基本利用料金一般

1階 アインズ＆トルペ前
10:00〜21:00 終日

平日 ：10万円/日

土日祝：20万円/日

使用用途：PRイベント、物販、マルシェ等

2階 COACH前
10:00〜21:00 終日

平日 ：10万円/日

土日祝：20万円/日

使用用途：PRイベント、ワゴン等

2階 LOFT前
10:00〜21:00 終日

平日 ：10万円/日

土日祝：20万円/日

使用用途：PRイベント、ワゴン等

利用施設 基本利用枠 利用可能時間 基本利用料金一般

1階 南エスカレーター前
10:00〜21:00 終日

平日 ：5万円/日

土日祝：10万円/日

使用用途：PRイベント、物販、マルシェ等

1階 カメラのキタムラ前
10:00〜21:00 終日

平日 ：10万円/日

土日祝：20万円/日

使用用途：PRイベント、物販、マルシェ等

※時間外の設営・撤去時、事務局担当者立会費は別途料金が発生致します。(22:00〜翌9:00) 
※施設内の倉庫貸し出しを希望する場合は別途料金が発生致します。

※販売を伴う場合：期間売上高に対して、18％を乗じた額（消費税等別途）

※税別
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スポーツパーク案内

① 100m/200mトラック

200m陸上トラックと、周辺に芝生を敷き詰めた
スポーツ＆イベントスペース

③ バスケットコート(3×3)

3×3バスケットボールコート2面完備。※テニスコート併設

② テニスコート

テニスコート2面完備。※バスケットコート併設

スポーツパーク施設をご利用希望の方は別途資料をご参照ください。
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利用申請・注意事項



利用申請

お問合せ（HP、または電話対応・メール対応）

イベント企画内容の可否・空スケジュール確認・利用料金など

Step- 1

企画概要・提出

①企画概要
②スペース及びレイアウト案などの図面
③タイムスケジュール案

企画概要・審査

・施設にふさわしい内容か美観を損ねないか

・施設内店舗との競合の有無等

・イベントの安全性及び法令遵守がなされているか

・スペースやレイアウトが問題ないか

・公序良俗に反しないか

企画概要・承認～現地打合せ、申込書提出

●承認後、施設担当者と現地にて打合せ

・日程が確定後、会場使用料計算書を送付します。

実施準備について

・各種書類の整備と関係機関と協議・調整を行い、準備をお願いいたします。

請求書発行・入金

・事務局より請求書を発行いたします。

（イベント実施1か月前に入金、入金無き場合はキャンセル）

※申込書の受付は、イベント実施日の2か月前まで
※会場使用料以外の料金は、別途追加費としてご請求いたします。

※申込書の送付をもって契約成立とし以後キャンセル料が発生します。

①実施運営マニュアルの提出（スケジュールや搬出入・運営体制など）

※イベント実施日の1か月前に提出（施設側の最終承認審査のため）

②作業申請・搬出入申請・取材、撮影等申請
③催事開催届・露店等開設届等（消防関係）

④警備計画・道路使用許可等（警察関係）
⑤飲食等必要に応じて保健所への申請が必要になります。

審
査
基
準

●申込書と会社概要書の提出

●催事利用規約・イベントワゴン催事・広告掲出についての解約・取り

消し申込書の確認の・会社概要書の提出

（※搬出入・施工・本番体制・スタッフ教育等の注意事項・指定警備・付帯設備等）

会場使用料

・利用後の清算

（付帯設備等の使用料が発生した場合は事後に請求書を発行しご入金）

※管理スタッフ時間外人件費・備品使用・臨時警備・電気工事・ごみ処理等

Step- 2

Step- 3

Step- 4

Step- 5

Step- 6

Step- 7
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注意事項

什器の搬入・搬出時

①入館について
事前に外来作業者出入申請書を提出してください。

当施設内で作業をされる際には、必ず従業員入口で入館申請を行い入館証を受け取ってください。（※搬入・搬出業者の方も含む）

②荷捌き所について
当施設にはお車などでお荷物を運ぶ際にご使用いただく「荷捌き所」がございます。

イベント実施スペース、什器の搬入出時間によってご使用いただける荷捌き所が変わりますので、事前に申請をしてください。

③備品の貸出について
台車、カゴ台車、ベルトパーテーション等の貸出は行っておりません。事前にご準備ください。

※＜販売行為が発生する場合＞催事用レジ、延長コードにつきましては各店舗様にてご準備をお願いいたします。IP端末は施設より貸出いたします。
※長机、パイプ椅子については台数により貸出可能です。

④倉庫の貸出及び備品の保管場所について
基本的には倉庫及び控室等の貸出はおこなっておりません。

ただし、事前にご相談いただいた上で、施設側で必要であると判断し、かつ貸出可能な倉庫・控室がある際にはご案内できる場合もございます。

⑤駐車場利用について
什器・商品の搬入出時に使用したお車は、荷捌きで積み下ろしが終わりましたら、荷捌き所から車を移動してください。

なお、イベントスタッフの方の施設駐車場のご利用は厳禁とさせていただいております。
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設営時・撤去時

②電源の使用について
事前に申請をいただいている場合（催事電源安全確認票をご提出いただいている場合）のみ、ご案内可能となります。

当日急にご希望いただいてもご案内いたしかねますので、予め確認の上、申請をお願いいたします。

※レジを使用される際は、安全確保のため必ず電源の真上にレジが設置されるようレイアウトをご調整ください。

①作業時間について

③高さ制限について

【ご注意】スタッフの方が防災センターに直接交渉される場合がございますが、そのようなことはご遠慮ください。

必ずパーク事務局室にご相談ください。（パーク事務局室電話番号：０９２−７０７−８１１３）

近隣テナントの視認性を第一とし、エリア毎に制限させていただく場合がございます。（※基本的には1,800mmまで）
ただし、設置物によっては設置角度の調整等によって可能な場合もございます。

事前にレイアウト図を提出いただく際に、什器の容量（幅・高さ・奥行き等）もご提示ください。

また、高さ制限の越えている什器については、当日施設チェック時に設置場所の変更をお願いする場合もございます。

設営・撤去は営業時間外に行っていただきます。（営業時間ショッピング１０：００～２１：００/レストラン１１：００～２２：００）
※一部営業時間が異なる店舗がございます。

実施エリアによって作業可能時間が異なりますので事前にご確認ください。

※ゲストクリアまでは作業ができません。閉店時間の３０分後を目途にお客様がお帰りになったことを確認の上作業を開始してください。

なお、営業時間外でも安全を第一とし、細心の注意を払いながらの作業をお願いいたします。

また、事前に申請いただいている時間外での作業は厳禁です。

【ご注意】ご使用いただける電気設備は、事前にパーク事務局室へご確認ください。

注意事項
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お客様から見える箇所での、段ボール等の商品の積み上げはお止めください。

その他

①音出し、BGMの使用について
【屋外】近隣テナント・近隣住民・近隣事業者の迷惑とならないような音量でお願いいたします。

音出しをされる際には、事前に施設の確認が必要となります。またイベント初日の当日朝に音量の確認をさせていただきます。

また、施設音響機器の使用を希望される際には、その旨事前にご相談ください。ただし他のイベントで使用する場合もあり、

ご案内できないこともございます。オペレーターの方のご調整は、ご出店者様にてお願いいたします。

※屋外イベントスペース（フォレストパーク、オーバルパーク、スポーツパーク）使用時、音量上限を現地確認の上決定させていただきます。

※音出し可能時間は１０時～１９時です。

注意事項
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②呼び込み、チラシの配布について
スペース内での呼び込みであれば実施可能です。チラシ配布につきましては、スペース内外何れも厳禁となります。

店舗も同様のルールで対応いただいておりますので、厳守でお願いいたします。

もしもスペース外での呼び込み・チラシ配布行為を見かけた場合、監視カメラでの確認をさせていただいた上で即厳重注意となり、

今後のご出店が難しくなる場合もございますのでご注意ください。

③水の使用について
給排水の設備は基本ございません。水を使用するイベントの場合には事前にその旨、ご相談ください。

【館内】周辺店舗に迷惑とならない範囲で可能です。 音量上限：６０ｄB
イベント内容によっては、緊急時の館内放送等に支障がでるため、安全面によりご使用いただけない場合がございます。

④商品販売を行う場合

⑤新型コロナウイルス感染症対策について
・催事会場出入口には、手指消毒液を設置してください。

・スタッフ様はマスクの着用をお願いいたします。

・その他店長会等でご案内している感染対策をご留意いただきますようお願いいたします。



イベントスタッフの方への周知徹底のお願い

①入館証について

②スタッフの駐車場利用について
原則認めておりません。

イベント実施時、バックヤードに入られる時には必ず首にかけて周りの方に見えるようにしてください。

なお、休憩等で館内飲食店・店舗に入る際には必ず外してください。

また、イベントスタッフの方におきましても、イベント開催期間中はお客様から見れば施設のテナントスタッフと同様です。

常にお客様の目を気にして失礼のないような対応をお願いいたします。

③営業時間の台車の使用について
原則禁止となります。ただし、止む得ない場合には2人1組で、1人は台車の前でお客様への注意喚起を、
もう1名は細心の注意を払って台車を使用してください。

④休憩室・喫煙室・お手洗いの使用について
イベントスタッフの方にも他スタッフと同様、スタッフ用(バックスペースにある設備)の使用の徹底をお願いします。

⑤迷子のご案内
迷子のお子様を見かけたら、その場で対処せずに必ず防災センターへ連絡し、お子様を迎えにきてもらってください。

また、お子様に話かける際には「迷子」という言葉は使用しないでください。不安を与えることになります。

（例） ×「迷子になっちゃったの？」 ◯「お母さん、お父さんとはぐれちゃったの？」

⑥立礼のお願い
10時のオープン時にテナント施設同様、3分間の立礼をお願いいたします。
イベントスペースより一歩前に出たところでお客様へのご挨拶をしてください。

立礼中にイベントスペースにお客様がいらした場合には、お客様の対応を優先させてください。

注意事項
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イベントスタッフの方への周知徹底のお願い

注意事項
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営業管理規則のご案内

No. 項 目 金 額

1 開店の遅れ（開店時間より1時間未満） 5,000円/回

2 開店の遅れ（開店時間より1時間以上） 10,000円/回

3 営業終了時間前の閉店（21:00前のcloseが確認された場合）※事前に施設より承認のあった店舗は除く 10,000円/回

4 無断休業 100,000円/回

5 営業スペース以外での営業行為 10,000円/回

6 未届従業員の就業 10,000円/回

7 従業員の施設内宿泊 50,000円/回

8 仮入館証の破損・紛失 1,000円/回

9 指定場所以外での喫煙 10,000円/回

10 指定場所以外でのサイン設置 ※設置を希望される際には事前にご相談下さい。 10,000円/回

11 共用部分への物品・台車・ゴミ放置 10,000円/回

12 食中毒を起こした場合 100,000円/回

13 お客様用駐車場・駐輪場の不正使用 10,000円/回

14 施設からの貸出備品の紛失 5,000円/個

15 ポイントカードを不正に使用した場合 300,000円/回

「ららぽーと福岡」の営業ならびに管理が円滑に行われ、かつご出店者の共存共栄に資することを目的として営

業管理規則を定めております。ご理解、ご協力をお願いいたします。

①営業管理規則の効力 営業管理規則は本施設の出店において締結する「催事利用規約」と不可分なものとなり同一の効力を持ちます。

本規則を遵守して下さい。

②反則金の発生 下記行為が確認された場合には反則金が発生します。ご確認の上、遵守をお願いいたします。



お問い合わせ
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lalaport-parkmanagement@nag.co.jp

ららぽーと福岡パーク事務局室

TEL：092-707-8113

FAX：092-707-8114

お問い合わせ


