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お申込みから実施までの流れ

6ヵ月前
(申込開始)

30日前
(申込締切)

①お問い合わせ
■空き状況や実施に関するご質問等について随時お問い合わせください。

②お申込み受付
■当該期間の空き状況を確認後、メールにて申込フォームをご送付いたします。

必要事項をご記入の上、ご返信ください。
■ご利用内容について当社による事前審査がございます。事前に実施可否をご確認ください。
※申請後のイベント内容の変更は原則として不可とします。
※当館の審査の上、場合によっては、開催内容の改善並びに開催計画の中止をお願いする場合がございます。

③審査/結果のお知らせ
■申込書を受理したのち、5営業日以内に、ご利用者ならびに企画内容を審査した上で、利用可能な場合は

当社より「決定通知書」を送付させていただきます。これをもって利用決定とさせていただきます。
※決定通知をもって契約成立とさせていただきます。決定通知以降は利用規約に基づいたキャンセル料が発生いたします。
■決定通知書とあわせ、会場利用料および諸経費の請求書を発行いたします。
※契約成立後、請求書を発行させて頂きます。施設利用料金は、ご利用日の７日前迄にお支払いください。

ご入金が確認できない場合はイベント中止となり、以降ご利用いただけません。
なお、この場合においても規定に基づいたキャンセル料が発生いたします。

④事前調整
■ご利用前に、会場下見、実施打合せをお済ませください。下記を基本に各資料のご提出をお願いいたします。
・利用開始30日前：届出用資料(イベント概要/組織・運営体制図レイアウト/警備員 等)
・利用開始15日前：最終イベントマニュアル(届出用資料＋タイムスケジュール/意匠計画/電気図/連絡先 等)
※ご利用に際しては、施設利用にあたっての各種届の提出も必要となります。届け出書類の種類はご利用スペースや

実施内容により異なります。詳細内容、締切等は、事前のお打合せや現地の下見をされる際に随時ご説明いたします。

⑤イベント実施
■ご利用スペースのイベント開催可能時間、設営撤去可能時間及び基本注意事項は、次頁以降をご参照ください。

イベント実施時の安全管理やイベント来場者の整理誘導等、実施運営はご利用者様に行っていただきます。
また、ご利用後は貸出時の原状復帰をお願いいたします。

※申請内容と祖語があった場合、または運営上必要と判断した場合はイベントを中止いただく場合がございます。
※必要に応じて事後清算ご請求の場合もございます。

随時お問合せ

イベント
実施

7日前
(支払締切)

※イベント内容並びに各種届の種類によっては、上記のフローと順番が異なる場合もございます。
その場合は随時ご案内いたします。

※ 撮影される際は事前にご相談ください。
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全体MAP

注意点
・入館については「防災センター」に手続きを行っていただきます。
・利用料金等は使用場所によって異なりますのでご注意ください。
・上記詳細は以降のページでご確認ください。

住宅棟
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①カメクロコート
（屋内吹抜けホール）

入口

入口

入口

入口

入口

【駐車場/搬入】
出入口

【手続き】
防災センター

カメイドクロック 1F

区立第二亀戸小学校
（ 増 築 棟 ）

③カメクロプラザ
（屋外北側広場）

常設ステージ

区立第二亀戸小学校
第 二 亀 戸 幼 稚 園

②カメクロステージ
（屋外南側広場）
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エスカレーター横



■大型ビジョン
●縦：横比

3,200mm×6,000mm
●高さ(床からビジョン下部迄)

3,800mm

①カメクロコート(屋内吹き抜けホール)

全天候型 大型ビジョン付き屋内吹き抜け広場
ミニライブ・ダンス等のショーイベントが可能なステージ付き。
着席時は120人規模。立ち見も含めれば+60名ほど集客可能。
参加・体験型イベントやワークショップ、展示イベントなど
多様なニーズに対応可。
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イベント用電源
1.5kvA×6

音響機器接続盤

■スペース概要
●面積 ：約116㎡
●使用時間：10:00～21:00
■使用可能設備
●電源 ： あり(下記参照)
●ビジョンスイッチャー：あり

←エスカレーター(上り)

エスカレーター(下り)→

2,000mm

観客席スペースイメージ
約75㎡/120席程

ステージ
約26㎡

（H600）

大
型
ビ
ジ
ョ
ン

■スペース概要
●面積 ：約116㎡
●使用時間：10:00～21:00
■使用可能設備
●電源 ： あり(下記参照)
●ビジョンスイッチャー：あり

イベント用電源
1.5kvA×6

音響機器接続盤 イベント時想定
パーテーション

お客様動線

大型ビジョン
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大型ビジョン
オペレーション室



②カメクロステージ(屋外南側広場)

■スペース概要
●面積 ：約1,050㎡
●使用時間 ：10:00～21:00
●設営撤去 ：詳細については打合せにより決定
●雨天時対応：要相談

■使用可能設備
●電源 ：あり
●水道 ：なし
●車輌搬入：可能

施設最大のステージ付き屋外広場スペース
ライブ・ダンス等のショーイベントが可能なステージ付き。
着席時は300人規模。立ち見も含めば、最大500名ほど集客可能。
マルシェやフードフェス等の大規模イベントも想定。

イベント用電源 100A×1
イベント用コンセント 15A ×12

お客様動線
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イベント時使用可能範囲
1,050㎡/座席300席程

6,000

6
,0

0
0

常設ステージ
（H500）

カメイドクロック

第二亀戸小学校

プラウドタワー亀戸クロス



③カメクロプラザ(屋外北側広場)

■スペース概要
●面積 ：約620㎡
●使用時間 ：10:00～21:00
●設営撤去 ：詳細については打合せにより決定
●雨天時対応：要相談

■使用可能設備
●電源 ：あり
●水道 ：なし
●車輌搬入：可能

駅前 メインゲート前のまちかど広場
玄関口のメイン導線に沿って、
大道芸やフードトラックイベントが可能。
キッチンカーでの出店や机数台ほどのカウンタ―形式で実施の
イベントも可。
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イベント用電源 100A×1
イベント用コンセント 15A ×12

お客様動線

カメイドクロック

プラウドタワー
亀戸クロス

出入口



④１階南側エスカレーター横

■スペース概要
●面積 ：約8.7㎡
●使用時間 ：10:00～21:00
●設営撤去 ：詳細については打合せにより決定

■使用可能設備
●電源 ：別途相談
●水道 ：なし
●車輌搬入：不可

屋内1階 催事スペース①
カメクロコート(屋内吹き抜け広場)に隣接した
小規模催事スペース。
広いスペースを必要としない机数台ほどのカウンター形式で
実施の催事に最適。
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お客様動線 ■開催事例

大
型
ビ
ジ
ョ
ン

エスカレーター(下り)→

約8.7㎡ 1550mm

5400mm

カメクロコート
(屋内吹き抜け広場)



⑤地下１階イートイン

■催事スペース①概要
●面積 ：約8.2㎡
●使用時間 ：10:00～21:00
●設営撤去 ：詳細については打合せにより決定

冷ケース、レジはお持込み下さい

■使用可能設備
●電源 ：単相100V・1500VA

上記コンセントが2箇所
●水道 ：なし
●排水 ：なし

地下1階イートイン催事スペース①②
地下1階カメクロマルシェの中心にある、約50席のイートイン
コーナーの一部。
食物販の小規模催事スペースに最適。
※催事利用の際には、座席を一部撤去致します。
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■催事スペース②概要
●面積 ：約22.1㎡
●使用時間 ：10:00～21:00
●設営撤去 ：詳細については打合せにより決定

冷ケース、レジはお持込み下さい

■使用可能設備
●電源 ：単相100V・1500VA

上記コンセントが2箇所
●水道 ：なし
●排水 ：なし

3800mm

2150mm

催事スペース①

催事スペース②

4915mm

4755mm

お客様動線

催事スペース① 催事スペース②

ラ
イ
フ
側

集
中
レ
ジ
側

イベント用電源
1.5kvA×2



備品リスト（屋内外共通）

無料

チェインスタンド(白)×60
ポールサイズ：高さ837㎜重さ500g
ポリ台サイズ：高さ110㎜重さ243g
（満水時：約3.3㎏）

※数に限りがあり、場合によってはご利用できない可能性がありますので、事前にご相談ください。

プラチェーン×60
長さ：1,500㎜～2,000㎜

カラーコーン(緑)×50
サイズ：高さ700㎜重さ0.9㎏
コーンウェイト：内径約310㎜

トラバー×50
サイズ ：2000×φ34㎜
リング径：約8㎝
重さ ：約300g

長机×30
サイズ：W1800×D450×H700㎜

かご台車×7
サイズ ：W1100×D800㎜
最大耐荷重：500㎏

パイプ椅子(屋外使用)×200

パイプ椅子用台車(屋外使用)×6
30台程度格納
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備品リスト（屋内外共通）

無料

パイプ椅子(屋内使用)×160

※数に限りがあり、場合によってはご利用できない可能性がありますので、事前にご相談ください。

ウォールパーテーション×10
サイズ：W900×D380×H1790㎜

A3スタンド×10

ポータブルステージ2段式
(屋内使用)×9
使用時：W2400×D1200×H400/600㎜
折畳時：W1200×D580×H1500㎜
重さ ：約125.0㎏

ステージステップ(屋内使用)×2
サイズ：(本体)W960×D600×H490㎜

(ステップ天板)H200㎜×2段
(最上段H400㎜)

重さ ：約13.5㎏

パイプ椅子用台車(屋内使用)×6
30台程度格納
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音響機材リスト

無料 ※数に限りがあり、場合によってはご利用できない可能性がありますので、事前にご相談ください。
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メーカー 型番 数量

メインスピーカー EV SX3000 2 屋内専用

モニタースピーカー EV SX3000 2 屋内専用

メインスピーカー EV SX3000PI 2

モニタースピーカー EV SX3000PI 2

パワーアンプ AMCRON XLS2502 1 メイン用

AMCRON XLS2002 1 モニタ用

ミキサー YAMAHA MG20XU 1 エフェクト内蔵

イコライザー dbx 231S 1 メイン用

dbx 215S 1 モニタ用

ワイヤレスマイクセット Audio Technica ATW-1322 2

有線マイク Shure SM58SE 4

マイクホルダ Shure 4

マイクスタンド K&M ST210 6

ケーブル CANARE スピーカーケーブル20m 6

CANARE スピーカーケーブル2m 1

TOMOCA STミニケーブル 1 PC用

CANARE マイクケーブル15m 4

電源ケーブル10m 1 音響用(緑)

電源ケーブル20m 4 照明用(青)



音響機材リスト

無料 ※数に限りがあり、場合によってはご利用できない可能性がありますので、事前にご相談ください。
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メーカー 型番 数量

再生機器(CD) TASCAM SM58SE 2

スピーカースタンド ULTIMATE TS80 4

モニターフィート E/V F200 2

コネクタパネル 1 ケーブル接続パネル

電源ディストリビューター TASCAM AV-P250S 1

照明卓 e-lite EASY DMX48 1 屋内専用

照明 Siver Star MYNOVA 10 屋内専用

照明用ケーブル CANARE 2E5AT/NEUTRIK 10m 1 屋内専用

照明卓 e-lite EASY DMX48 1 ワゴンラック内

照明用スタンド STAGE EVOLUTION LSS6 4

照明用アーム MARUMO AMT2 4

照明 Siver Star SOLAR-2 ze/ETZ mk4 12

照明用ケーブル CANARE 2E5AT/NEUTRIK 2m 4

CANARE 2E5AT/NEUTRIK 20m 2

手押し台車 1

蓋付カゴ 2 ケーブル・マイク用

システムラック 18U 1



諸費用一覧
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※税別価格となります。

※搬入出における夜間警備や、特別に清掃の必要が生じた場合の費用等は別途ご負担いただきます。
※発生費用のお支払方法に関しましてはお打合せ時にご案内させていただきます。
※無償イベントの場合も上記に基づきキャンセル料が発生いたします。

スペース名称

利用料金（各日） キャンセルポリシー

一般 江東区在住
61日以前 60日前 14日前

平日 土日祝 平日 土日祝

カメクロコート
(屋内吹き抜けホール) 200,000 300,000 100,000 150,000

使用料の
25%

使用料
の50%

全額

カメクロステージ
(屋外南側広場) 200,000 300,000 100,000 150,000

カメクロプラザ
(屋外北側広場) 100,000 200,000 50,000 100,000

１階南側
エスカレーター横 50,000 100,000 30,000 60,000

■営利目的や金銭の授受を伴わない場合は原則無償となります。



注意事項

■ご利用にあたって
・開催に必要な保健所や消防署等、関係諸官庁への許可や申請は、

各イベントの開催・運営に関わる責任者（以下利用者といいます）で行ってください。
・イベント実施に関わる事故・事件等について、当施設では責任を負いかねます。
・使用期間中に施設・設備・備品等を損傷または紛失した場合は、実費負担していただきます。
・提出物等スケジュールが守られない場合は、いかなる場合でも中止とさせていただきます。
・施設行事等と日程が重複した場合にはご予約確定後であっても利用を制限する場合がございます。

■禁止事項
・法令などにより禁止されているもの。
・公序良俗に反するもの。
・危険と思われるもの。
・振動、臭気発散、火気の使用、その他防火上危険の生じる恐れがあるもの。
・音量、照明、集客等で周辺テナントへ影響を及ぼすもの。
・政治的、宗教的、または思想的意図があるもの。
・通行の妨げになるもの。(指定場所以外の仮設物の設置)
・関係諸官庁から中止命令が出た場合
・暴力団、暴力的行為、違法な行為を行うおそれのある団体もしくはその関係者、

または事業内容が明確でない団体が主催、共催、後援もしくは協賛をする催事に使用する場合
・その他、施設のイベントとして運営上支障のあるもの、もしくは不適当と認められるもの。

■事前相談事項
・当施設内テナントと競合する物品の取り扱いについては、事前申請のうえ検討・調整させていただきます。
・物品販売、契約・勧誘・寄付行為、配布宣伝、撮影・録音等は事前に内容と運用の審査を行います。
・試飲・試食を実施する場合は、必要に応じて保健所の指導に従い許可を取ってください。
・繁忙時期は、施設内混雑緩和を目的とし、利用に制限をかけさせていただきますので、ご了承ください。

15本規約は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



注意事項

■搬入・搬出について
・設営・撤去・本番時の如何を問わず、周辺の路上に違法駐車しないでください。
・搬入出車輌用の専用駐車場は設けておりませんので、一般駐車場をご利用ください。

駐車場は全て有料です。各自ご負担ください。
・搬入出・設営時間については、原則開店前(10時まで)・閉店後(21時以降)からとなります。
・必要に応じて作業届を提出いただきます。
・施設、備品および付帯設備等を汚損、破損するおそれのある場合は、施設担当者に確認のうえ、

利用者の責任と費用負担で適切な養生を必ずおこなってください。

■その他の注意事項
・使用の権利を譲渡、または転貸することはできません。
・使用期間中、利用者は必ず会場内に常駐してください。
・設営・運営・撤去にあたるスタッフは作業中は必ず入館証を見える位置に着用してください。
・広告類の掲示、チラシ等の配布は所定の場所に限ります。事前に施設担当者の承認を受けてください。
・所定の場所以外での喫煙はご遠慮ください。
・造作物・看板類の設置にあたっては風速35m/sの風に耐えうるよう施工・設置をお願いいたします。
・持込パネルや幕類は防炎加工済のものをご使用願います。
・使用前にあらかじめ消火栓・消火器の位置、非常時の各スタッフの役割、避難経路等について

施設担当者にご確認ください。
・近隣並びに周辺店舗への配慮から音量規制がありますので、施設担当者の指示に従っていただくと

ともに、時間制限に関してもご確認ください。
・終了後はで清掃し、ごみはお持ち帰りください。

尚、特別に清掃の必要が生じた場合には別途清掃費を申し受けます。
・控室については打合せ時にご相談させていただきます。
・複数日にわたるイベント開催は上限３日までとなります。

16本規約は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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野村不動産コマース株式会社
カメイドクロック マネジメントセンター

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-31-6
受付時間：10:00 - 18:00
※休館日を除く

TEL：03-5875-4460

お問合せ・お申込み窓口


