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イベントスペースのご案内
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三井アウトレットパーク 木更津付帯収益 実施場所一覧

フロアガイド 1階
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荷捌き

両替機
入金機
オペレーションセンター
防災センター
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各スペースの詳細情報
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(実施例：ウォーターサーバー) (実施例：教育系)

1
ピアストリート内（インモール側）

■場所 ピアストリート内（インモール側）

■面積 約15.0㎡(W5.0m×D3.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
※設営については9：30のゲートOPENまでに搬入し、
10：00の施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。
撤去に関しては原則20：00の閉店後となります。

使用可能設備

■使用用途：物販催事、プロモーション、イベント、車両展示
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可
■車両展示：不可

約15.0㎡

5.0m

3.0m

※フードコートが21:00閉店の為SHOPの
20:00閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をピアストリートで保管される
際には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等に
つきましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。
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※フードコートが21:00閉店の為SHOPの
20:00閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をピアストリートで保管される
際には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等に
つきましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

ピアストリート内（ステージ側）

■場所 ピアストリート内（ステージ側）

■面積 約15.0 ㎡(W5.0m×D3.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
※設営については9：30のゲートOPENまでに搬入し、
10：00の施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。
撤去に関しては原則20：00の閉店後となります。

使用可能設備

■使用用途：プロモーション、イベント
■電源：100V／15A・4回路
■水道：なし
■車両搬入：不可
■車両展示：不可
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約15.0㎡

5.0m
3.0m
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※フードコートが21:00閉店の為SHOPの
20:00閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をモンベル前で保管される際
には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等に
つきましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

モンベル前通路

■場所 アーバンゾーン モンベル前

■面積 約48.0㎡(W12.0m×D4.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
※当日朝の車両搬入については9：15までに完了してくださ
い。車両撤去に関しては原則21：00以降ゲストクリア確認
後となります。

使用可能設備

■使用用途：車両展示、プロモーション、イベント
■電源：なし
■水道：なし
■車両搬入：可
■車両展示：可

こちらの植栽側
に電源がござい
ます。

3

約48.0㎡

4.0m

12.0m
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※フードコートが21:00閉店の為SHOPの
20:00閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をビームス前で保管される際
には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等につき
ましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

ビームス前

■場所 グリーンゾーン ビームス前

■面積 約48.0㎡(W12.0m×D4.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

設営については9：30のゲートOPENまでに搬入し10：00の
施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。撤去に関し
ては原則20：00の閉店後となります。
営業時間外のみ

使用可能設備

■使用用途：プロモーション、イベント
■電源：100V／10A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可
■車両展示：不可

(実施例：イベント事例)

こちらに
電源がございます。
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約48.0㎡

4.0m

12.0m
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※フードコートが21:00閉店の為SHOPの
20:00閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をステージ裏で保管される際
には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等につき
ましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

ステージ裏

■場所 ステージ裏

■面積 約10.0㎡(W5.0m×D2.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
設営については9：30のゲートOPENまでに搬入し
10：00の施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。
撤去に関しては原則20：00の閉店後となります。

使用可能設備

■使用用途：物販催事、プロモーション、イベント
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可
■車両展示：不可

(実施例：キッチンカー) (実施例：秋の味覚フェア)

5

こちらに
電源がございます。

約10.0㎡

2.0m

5.0m

こちらに
電源がございます。



－10－

ステージ裏（植栽前）

■場所 ステージ裏植栽前

■面積 約10.0㎡ (W5.0m×D2.0m）

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
設営については9：30のゲートOPENまでに搬入し
10：00の施設店舗OPENまでに実施準備をしてください。
撤去に関しては原則20：00の閉店後となります。

使用可能設備

■使用用途：物販催事、プロモーション、イベント
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可
■車両展示：不可

6

こちらの植栽側に
電源がございます。

約10.0㎡

2.0m

5.0m

(実施例：野菜の販売) (実施例：プロモーション)

※フードコートが21:00閉店の為SHOPの20時閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等をステージ裏で保管される際には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等につきましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。
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房総ガーデン

■場所 房総ガーデン

■面積 約30.0㎡ (W10.0m×D3.0m )

■床耐荷重 －

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去
前日設営及び撤去については21：00のフードコート閉店後。
朝は9：30までに搬入し、OPENまでに実施準備をしてくださ
い。

使用可能設備

■使用用途：食物販催事
内容によりイベント・プロモーションも検討
■電源：100V／15Ａ・1回路■水道：なし
■車両搬入：不可

(実施例：食物販)
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こちらの植栽側に
電源がございます。

約30.0㎡

10.0m

3.0m

※フードコートが21:00閉店となります。
展示物・商品等を房総ガーデンで保管される際には、上にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗難等につきましては、施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。
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インモール 入口側

■場所 インモール 入口側

■面積 約41.0㎡(W7.0m×D5.9m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
前日設営及び撤去については21：00のフード
コート閉店後。朝は9：30までに搬入し、OPENま
でに実施準備をしてください。

使用可能設備

■使用用途：ワゴン催事
内容によりイベント・プロモーションも検討
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可

(実施例：食物販)

こちらに
電源がございます。

電源まで距離があるため、

長い延長コード＋モールorマット
を必ずご用意ください。

（例）モール （例）マット

8

7.0m5.9m

※フードコートの営業時間は
21:00までとなります。
展示物・商品等をインモール入口側
で保管される際には、上にかぶせる
布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の盗
難等につきましては、
施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

約41.0㎡
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※フードコートの営業時間は
21:00までとなります。
展示物・商品等をインモールフード
コート側で保管される際には、上
にかぶせる布等をご用意下さい。
営業時間外の展示物・商品等の
盗難等につきましては、
施設では責任を負いかねます。
予めご了承ください。

インモール フードコート側

■場所 インモール フードコート側

■面積 約41.0㎡(W7.0m×D5.9m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
前日設営及び撤去については21：00のフードコート
閉店後。朝は9：30までに搬入し、OPENまでに実施
準備をしてください。

使用可能設備

■使用用途：ワゴン催事
■内容によりイベント・プロモーションも検討
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：不可

9

7.0m

5.9m

こちらに
電源がございます。

電源まで距離があるため、

長い延長コード＋モールorマット
を必ずご用意ください。

（例）モール （例）マット

約41.0㎡
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東2エントランス

■場所 東2エントランス

■面積 約15.0㎡(W3.0m×D5.0m)

■床耐荷重 300kg/㎡

■使用時間 10：00～20：00

■設営撤去

詳細については打合せにより決定
前日設営及び撤去については21：00のフードコート閉店後。
朝は9：15までに搬入し、OPENまでに実施準備をしてくださ
い。

使用可能設備

■使用用途：キッチンカー
■電源：100V／15A・1回路
■水道：なし
■車両搬入：可

10

約15.0㎡

3.0m

5.0m

※フードコートが21:00閉店の為SHOPの20時閉店後もお客様の通行がございます。
展示物・商品等を東2エントランスで保管される際には、
上にかぶせる布等をご用意下さい。営業時間外の展示物・商品等の盗難等につきまして
は、施設では責任を負いかねます。予めご了承ください。
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当施設をご使用いただくにあたっての
注意事項
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注意事項

什器の搬入・搬出時

①備品の貸出について
台車のみ貸出しあり。防災センター窓口に申し出てください。
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。

設営時・撤去時

①作業時間について
基本的には営業時間外に行っていただきます。
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。

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致しかねますので、予め確認の上、申請をお願いいたします。

③高さ制限について
近隣テナントの視認性を第一とし、基本的には高さ制限がございます。
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。

④什器・備品の貸出について
原則、机・椅子等貸出し什器はございません。すべてお持込み頂けますようお願い申し上げます。
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注意事項

その他

①事前告知について
施設ホームページ及びイベント当日に館内アナウンス告知を希望される際には、申請書がございますので、
必要事項をご記入の上ご提出ください。ホームページでの掲載告知の場合には、画像も併せて掲載することが可能です。
ご希望であればJPEGデータも併せてご提示ください。
なお、館内アナウンス文書については、施設にて確認し、修正をお願いする場合がございます。
また、出店者にて事前告知をされる際に施設ロゴ等の使用を希望される際にはご相談ください。
新聞、雑誌等に広告掲載をされる際には、事前に広告予定のものを提出してください。

②音出し、BGMの使用について
BGM使用は問題ありません。
近隣テナントの迷惑とならないような音量でお願いします。ただし、マイクの使用はNG。
音出しをされる際には、事前に確認が必要となりますので、イベント初日の当日朝に音量の確認をします。

③呼び込み、チラシの配布について
スペース付近での呼び込み、チラシ配布であれば実施可能です。それ以外の場所での上記行為は厳禁となります。
テナント店舗も同様のルールで対応いただいておりますので、厳守でお願いします。もしもスペース付近以外での行為を
見かけた場合、監視カメラで確認できた場合には即厳重注意となり、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。

④水、シンクの使用について
従業員スペースにシンクがございますので、必要に応じて貴社にてご対応をお願いいたします。
ただし、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。


