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名古屋ブルーノート

ホールレンタルのご案内

名古屋ブルーノート
株式会社ミュージックベンチャーズ
〒460-0003 名古屋市中区錦 3-22-20
℡(052)971-3780 fax(052)971-2178
（担当： 濵田／成瀬）
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■ 所在地
〒460460-0003

名古屋市中区錦３－２２－２０ ダイテックサカエ Ｂ２F
Ｂ２F
■ ホール面積
約 300 ㎡
■ 座席数
約 185 席（着席形式）
■ 舞 台
有効間口：7.7
有効間口：7.7ｍ／奥行き：
7.7ｍ／奥行き：3.5
ｍ／奥行き：3.5ｍ
3.5ｍ
■ その他設備
◇チケットカウンター
◇チケットカウンター

１ヶ所

◇クローク

１ヶ所

◇出演者控室

１ヶ所

◇搬出入用エレベーター(
◇搬出入用エレベーター(一般利用と共用)
一般利用と共用)

１ヶ所

◇ＰＡブース

１ヶ所

◇照明調整室

１ヶ所

◇プロジェクター

利用可能媒体･･･ＤＶＤ、ＶＨＳ

◇スクリーン 120 インチ(
インチ(ステージ上)
ステージ上)

１ 台
１ 台
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お申込み 受付日
開催日より 30 日以内のお申込み
〃
60 日以内のお申込み
〃
60 日超のお申込み

ホール使用料
500,000 円 （税別）
750,000 円 （税別）
1,000,000 円 （税別）

① 「お申込み」とは、弊社がご予約をお受けした日にちになります。
② ご利用可能時間は、午前 10 時から午後 10 時のうち、6 時間です。
(6 時間未満の場合でもホール使用料は変わりません)
③ ホール使用の 6 時間とは､搬入、設営、リハーサル、撤去、搬出までとなります。
この時間が 6 時間を越えると追加料金が必要になります。
④ 上記ホール使用料はお部屋料のみとなります。
搬入～搬出までの間は、当社スタッフが立合わせていただきます。
⑤ ご予約は、名古屋ブルーノートでの公演予定の無い日に限らせて頂きます。
⑥ 搬入から最終搬出までの作業は、全て主催者側にてお願いいたします。
⑦ 飲食物のお持込は固くお断り致します。
⑧ 音響、機材、音響スタッフ、会場付帯機材使用料は別途料金（料金表参照）にて承り
ます。

・お一人様（税別）
お食事（コース料理又は立食料理）
お飲み物（飲み放題）

3,000 円（税別）～
2,000 円（税別）～

ご予算に応じて承ります。

・ お食事形態
コース料理（着席）、又は立食料理をお選び下さい。
※飲食をご利用の場合は、サービススタッフを配置させていただきます。

・お食事内容
主に洋食を中心にご用意いたします。
※お食事内容につきましては、ご相談させていただきます。
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名古屋ブルーノートでは、ホール貸し切りのご契約、及び会場のご利用に関し下記の通り規約を定め
ておりますので、予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
１．ご利用時間
ご利用いただけるお時間は、午前 10 時から午後 10 時の間の 6 時間になります。
※ご利用時間の 6 時間とは、搬入から搬出までの全ての時間となります。
①延長料金
基本時間を越えてご使用の場合、１時間毎にホール使用料の 10％を申し受けます。
②時間外料金 午前 10 時から午後 10 時以外の時間帯のご利用は、1 時間毎に 20％の割増料金を
申し受けます。
２．お申込金
お申込み時にお申込金 50,000 円を頂戴し、これによりご予約の成立とさせていただきます。
※万一、お取消しが生じた場合、この申込金はご返金致しません。
３．お支払い方法
銀行振込をご利用の場合は、下記口座へお願いします。
商工組合中央金庫 名古屋支店 普通 1189191
口座名
株式会社ミュージックベンチャーズ
申込金
開催日３０日以内のご予約

お支払い方法

開催日６０日以内のご予約
開催日６０日超のご予約

ご予約時
開催日
7 日前
開催日 30 日前
開催日
7 日前
開催日 30 日前
開催日
7 日前

50,000 円
申込金を引いた残り全額
見積額半額
申込金を引いた残り全額
見積額半額
申込金を引いた残り全額

※お支払いに関しましては、開催日の 7 日前までにお申込金を引いた見積額全額をお支払い下さ
い。万一、お申込金を引いた見積額全額のご入金が無き場合は開催される意志がないものと判
断し、解約させて頂く場合もございます。
その際には規定に従い、別途キャンセル料を申し受けます。
４．キャンセル料及び解約料
お客様のご都合によるキャンセル、及び本規約における解約が生じた場合には、下記キャンセル
料に従い料金を申し受けます。

キャンセル料

開催日
91 日前
〃
90 日～61 日前
〃
60 日～31 日前
〃
30 日～15 日前
〃
14 日～ 7 日前
〃
6 日～ 前日
開催日 当日

申 込
見積額の

金
30％

見積額の
見積額の

50％
70％

見積額の
見積額の

80％
90％

見積額の

100％
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５．ご利用前の打ち合わせ
①仕込み図等の各資料をご持参の上、開催日の 14 日前までに打合わせの完了をお願いいたしま
す。打ち合わせ内容が、お申し込み時の内容と大きく異なる場合にはご利用をお断りする場合
があります。
②付帯設備等のご利用がある場合には、打ち合わせの際にお申し出下さい。
建物・付帯設備・備品等を破損、紛失した場合、故意又は過失にかかわらず、その事故に
よって生じた全ての損害を賠償して頂きます。
６．物品販売について
物品販売がある場合には所定の位置で行って下さい。
お持込料として、売上の 20％を手数料としてお支払い頂きます。
７．使用制限について
下記のような場合には使用契約を取消し、当ホールの使用をお断り致します。
① 公序良俗に反する恐れがあると判断されるとき。
② 建物や付帯設備等を破損する恐れがあると判断されるとき。
③ 管理運営上に支障があるとき、あるいは支障が予測されるとき。
④ ご利用規約に基づく指示に従わなかったとき。
⑤ 使用申込書の記載に誤りがあったとき。
⑥ 承認された利用条件と違ったとき。
⑦ 関係諸官庁より中止命令が出たとき。
⑧ 使用の権利を譲渡、転借したとき。
⑨ 当方の承認なしに使用目的、内容等を変更したとき。
⑩ 定員を厳守しないとき。
前項により使用をお断りした場合、お申込金及びホール使用料はお返しいたしません。
規定料金に満たない未納金がある場合、差額分についてもご請求致します。
また、前項の規定に従い使用をお断りしたことにより、使用者(主催者)側に損害が生じましても、
使用者(主催者)側に責任があるものとして、当方は如何なる責任も負いません。
８．「ブルーノート」ロゴの使用制限について
ブルーノートのロゴにつきましては、許可の無い使用をお断りいたします。
また、
「ブルーノート」ロゴ以外のブルーノート名表記につきましても、無断使用はお断りします。
ご使用を希望される場合は、ご予約時に担当者に問合せご確認下さい。
（使用例）
①プロモーションの為の製作物（チラシ、ポスター、雑誌、テレビ）等で使用する場合。
②ご利用の際に記録撮影したものにステージ看板のロゴが入った素材（ビデオ、写真等）や
その素材を梱包、包装したものへのブルーノート名の使用。
※当社の許可を得ず使用された場合は、使用料をご請求させていただきます。
９．その他の注意事項
①使用者は、予め非常口・避難扉等を確認し、非常事態に備えて下さい。
②搬入・搬出はスタッフと事前打ち合わせの上、事故が起こらないよう慎重に行って下さい。
③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。
④各種消防設備等の機能を損する行為は一切禁止します。
⑤当方の事前承認を受けていない物品配布・販売、録音、撮影、宣伝行為、寄付行為等は禁止
します。
⑥開場時、終演時の人員整理等は使用者側の責任において、近隣（他店舗）の迷惑にならない
よう行って下さい。ご利用時間（期間）中、使用者側責任者は、受付等連絡の取れる担当者電
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話番号、連絡場所等を明確にして頂くようお願い致します。
受付、人員整理、誘導、警備、整理、盗難、事故防止は、使用者側の責任で行って下さい。
会場使用に伴う人身事故及び展示・控室等での盗難・破損事故に関して、当社は一切の責任
を負いません。
⑦チラシの外まきは原則として禁止となっております。
配布チラシがある場合には、開場時の手配り配布又はテーブル配布のみとさせて頂きます。
⑧退館（場）時刻が午後 10 時を越えた場合、当ホールスタッフの宅送費を実費にて請求させ
て頂く場合もございます。
⑨コンサート、イベントにおいての貸ホール利用の場合、開場・開演・終演後のお客様との
トラブルに関しましては、使用者側で一切の対応をお願いします。
⑩本注意事項に記載の無い内容については、ご予約お申し込み時、又は会場係員にお尋ね下さ
い。

項

目

品

目

単 位
料
金
ピアノ
１台
50,000 円（税別）
ドラム
１式
15,000 円（税別）
パーカッション
１式
25,000 円（税別）
楽 器
キーボード
１台
30,000 円（税別）
ベースアンプ
１台
10,000 円（税別）
ピアノ調律料
１回
25,000 円（税別）
プロジェクター
１式
30,000 円（税別）
ピンスポット（操作員１名付）
１台
25,000 円（税別）
ＰＡ使用料（操作員３名付）
１式
90,000 円（税別）
追加ＰＡ要員（６時間）
１名
30,000 円（税別）
その他
ステージ増設
１式
50,000 円（税別）
チケット発券
１枚
30 円（税別）
チケット発券（ケース付）
１組
50 円（税別）
※上記料金表に記載の無いものに関しましては、係員にお尋ね下さい。
※各使用時間は、ホール基本使用時間の 6 時間となります。
以上

