料金表

会 場 使 用料
区分

使用時間

料金(税別)

備考

金～日、

10:00 ~ 15:00 (5h)

¥100,000 / BAR保証 ¥50,000

祝前、祝日

15:00 ~ 22:00 (7h)

¥200,000 / BAR保証 ¥100,000

音響照明ステージ
人件費応相談

10:00 ~ 22:00 (12h)

¥400,000

10:00 ~ 22:00 (12h)

¥350,000

月〜木

＊基本使用料には、付帯設備(音響・照明・プロジェクター&スクリーン・マイク・ステージ)が含まれます。
＊来場する全てのお客様に入場時1ドリンク代を別途申し受けます
＊基本使用時間は搬入から搬出まですべての時間を含みます。
＊延長料金30分／ ¥25,000(税別)
＊フード・ドリンク持ち込み料 各¥50,000(税別)
＊原則として金土祝前日は22時までの完全退室となります。

技 術人件費
区分

内容

料金(税別)

音響

立会い

¥25,000

オペレーター

¥40,000

ステージマン

¥30,000

立会い

¥25,000

オペレーター

¥40,000

アシスタント

¥30,000

照明

備考

＊深夜公演の場合は、音響・照明 各 ￥5,000 円(税別)を、
別途頂戴いたします。

【キャンセルについて】
ご使用日を含む60日前：ホール使用料の0％
ご使用日を含む59～31日前まで：ホール使用料金の50％
ご使用日を含む30日前以降：ホール使用料金の100％
本イベントに関わる経費を乙が立替た分の100% (キャンセル料が発生する場合は含む。)
【会 場 情 報】
正式名称：WALL&WALL
読み：ウォール アンド ウォール
総面積：233.5m2 / メインフロア 89.6m2 / サブフロア 33.9m2
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1F
【お問い合わせ】
TEL：03-6438-9240
MAIL：info@wallwall.tokyo
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ご飲食付きパーティープラン

＊価格はすべて税別です。

DJパーティー、
忘新年会、

使用エリア

料金(税別)

人数

歓送迎会、結婚式2次会、

1Fのみの貸切

最低保証額 15万円 / 一人3,000円～

20名～40名様

懇親会、各種貸切パーティー

全館貸切り

最低保証額 40万円 / 一人3,000円～

80名～300名様

Drink: 2,000円 飲み放題2時間（飲み放題のみの場合は3,000円）
Food: 3,000円、4,000円、5,000円よりお選びください。
※Drink+Food×人数+オプションに消費税を別途頂戴致します。
※入退場を含め3時間とし金土祝前日は22時までの完全退室とします。
※飲み放題の時間延長は1人1時間1,000円（延長は2時間まで）
が発生致します。
※設営時間等での延長料金は 30 分／ ¥25,000( 税別 ) が発生致します。

スペースレンタルプラン
飲食を伴わない、企業・学生など各種団体

使用エリア

料金(税別)

向けのパーティー、
ファッションショー、

1Fのみの貸切

3時間/ 5万円〜

プレス発表会 等

全館貸切り

3時間20万円〜

＊価格はすべて税別です。

※貸切の料金内に付帯設備（音響・照明・プロジェクター＆スクリーン・マイク・ステージ）が含まれます。
※スタッフ一名につき人件費￥15,000が発生致します。
※スペースレンタル代+オプションに消費税を別途頂戴致します。
※入退場を含め3時間とし金土祝前日は22時までの完全退室とします。
※延長料金は 30分／¥25,000(税別)が発生致します。

オプション

＊価格はすべて税別です。

区分

内容

料金(税別)

音響

立会い

¥25,000

オペレーター

¥40,000

ステージマン

¥30,000

立会い

¥25,000

オペレーター

¥40,000

アシスタント

¥30,000

追加スタッフ

¥15,000

スモークマシーン

¥5,000

ケーキ

¥15,000〜

照明

特殊効果

備考

【キャンセルについて】
ご使用日を含む60日前：ホール使用料の0％
ご使用日を含む59～31日前まで：ホール使用料金の50％
ご使用日を含む30日前以降：ホール使用料金の100％
本イベントに関わる経費を乙が立替た分の100% (キャンセル料が発生する場合は含む。)
【会 場 情 報】
正式名称：WALL&WALL
読み：ウォール アンド ウォール
総面積：233.5m2 / メインフロア 89.6m2 / サブフロア 33.9m2
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1F
【お問い合わせ】
TEL：03-6438-9240
MAIL：info@wallwall.tokyo
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ご利用に際してのご注意

PA、照明をWALL&WALLが手配する場合、
本契約を開催日より30日前までに取り交わして下さい。
本契約が30日以降を過ぎてからの場合は、
PA、
照明の人員の手配は主催者に行って頂きます。
本契約が30日以降を過ぎてからでも、
WALL&WALLが誠意をもって手配に協力しますが、
その責任を負うものではあり
ません。
会場側の承認を得ずに、録音、撮影、宣伝、配布物の展開等はできません。本契約前に会場担当者とお打合せ下さい。
撮影、録音物を展開、
商品化する際はその旨を本契約前に会場担当者にお知らせください。
会場名、ロゴの使用については会場の規則に従って頂きます。
スポンサー、協賛等がつく場合は必ず本契約前に会場担当者へご相談下さい。
内容次第でお断りする場合がございます。
タイムテーブルを制作する際には、
下記の要素を考慮し、
担当者と協議の上で制作してください。
＊RH終了からOPEN
（開場）
までの間を１時間(最低30分)確保し、PA、照明等テクニカルの調整に時間を充てる。
＊PA、
照明の会場入りから出演者のステージ上のセッティングまで最低2時間のチューニング時間を確保する。
祝い花等のご送付の際は、
必ず事前にご連絡をいただき、搬入時間・撤収時間を会場担当者とお打ち合わせの上ご発注
お願いいたします。事前にご連絡が頂けていない場合、
搬入をお断りします。
イベント開催日以前に荷物を送付される際は、
荷物の大小に関わらず開催当日に5万円を頂戴します。
事前にご連絡が
頂けない場合は会場側で荷物をお受け取りできません。
騒音により近隣店舗への迷惑が発生すると判断した場合、
会場技術スタッフがリハーサル、
本編中を問わず音量、
音質
の調整を行います。
イベントで発生したゴミに関して(搬入、
施工、
搬出時を含む)は必ず事前に担当者とお打合せの上、
WALL&WALLが対応
の可否を決定します。
また、
処理を行う場合は下記の条件にてゴミの処理を実施します。
＊燃えるゴミ: 45Lゴミ袋を一袋につき500円で処理いたします。
また、
処理代金は当日現金にて清算させていただきます。
＊燃えるゴミ以外のゴミ: 原則すべてお持ち帰りください。

ご予約に際してのご注意

予約申し込みを頂いた日程の仮予約有効期間は、ご連絡より1週間となります。
また、仮予約有効期間を過ぎてご連絡が無い場合は自動的に無効とさせて頂きます。
本予約は、契約書を取り交わし会場費の入金をもって成立となります。
使用の権利を譲渡、転貸する事は出来ません。

【ご契 約成 立後 のキャンセル料】
ご使用日を含む60日前： ホール使用料の0％
ご使用日を含む59～31日前まで： ホール使用料金の50％
ご使用日を含む30日前以降： ホール使用料金の100％
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正式名称

WALL&WALL

読み

ウォール アンド ウォール

総面積

233.5㎡ / メインフロア

所在地

〒107-0062

電話

03-6438-9240

HP

wallwall.tokyo

お問い合わせ

info@wallwall.tokyo

89.6㎡ / サブフロア

33.9㎡

東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1F
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