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イベントスペース利用規程＜改訂版＞ 2022.3

石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」イベントスペースの利用について

１．趣旨

県内市町の特産品や観光資源のPRを行うことによる観光誘客促進や県内生産者・製造業者が自ら商品の

テストマーケティングができる場の提供を行い消費者の反応・意見に直接触れ、商品開発、改良等につなげる

機会を確保するための場であり、また県内企業、団体の商談等の活用や石川のクラフト等のワークショップなど

に活用いただき、より石川のアピールに利用いただくスペースです。

この規定は、石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」で行うことができるイベントに関して必要

な事項を定めるものです。

２．利用内容

① 石川県及び石川県内市町が特産品や観光PR等を行う場合

② 石川県内生産者・製造業者がテストマーケティングや季節商品の臨時販売を行う場合

③ 石川県内企業、団体が県内産の商品等の商談会を行う場合

④ 石川県内商品や工芸等のワークショップや実演販売等を行う場合

⑤ 石川県への観光誘客や移住促進、歴史や文化などの魅力発信を目的としたセミナーや説明会を行う場合

⑥ その他、石川県の魅力発信に資すると運営事業者が認める内容

３．利用者・・・下記いずれかの該当者

① 石川県及び石川県内市町

② 商工・観光・農林水産業の団体

③ 主たる事業所が石川県内に所在する企業・生産者・製造業者

④ 首都圏において石川県の特産品や観光資源、文化などの魅力発信を行う団体・個人

⑤ その他運営事業者が運営上必要と認める者

４．利用場所

① １階イベントスペース（キャンペーン・販売・観光PR等が可能） 約 3.6㎡

② ２階イベントスペース（販売・展示・ワークショップ・飲食等が可能） 約21.6㎡

５．利用期間

イベントの利用期間は、原則として３日間以内とします。

（長期のイベントをご検討の方は、ご相談ください。）

６．利用時間

◎イベント開催時間・・・・午前10時30分～午後7時内で実施（通常は午後8時まで）

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、2022年3月現在において、当面の間、時短営業

(午前10時30分～午後7時)が決定しております。営業時間につきましては都度、店舗までご確認ください。

◎展示・販売に関する準備・片付け等はすべて利用者にて行っていただきますが、その際に什器や展示品

商品の搬入・搬出、設営・撤収は開店前1時間と、閉店後1時間で行ってください。

※上記時間以外で作業を希望される場合は、別途時間外利用料が発生します。(P11参照)

※商品や什器・装飾物などのエレベーターを使用して搬入出する場合はあらかじめご相談ください。

※準備撤去時間の延長等はご相談ください、但し管理上料金が発生いたしますことご了承ください。
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７．利用料金（P9参照）

① 会場ご利用申込料について

受付決定後請求書を発行いたしますので、指定口座へご入金ください。

ご入金後は利用者側の理由によって開催が中止となった場合も会場利用料のご返却はいたしませんので

あらかじめご了承ください。（光熱費・基本電気水道使用料も同様）

※県・市町が直接利用する場合または自治体の外郭団体（ISICOや観光協会）や公益性の高い団体・

商工会議所・商工会は無料となります。キッチンの利用をご検討の場合は、別途ご相談ください。

但し、商工会議所・商工会が無料になるのは、地域の特産品のPRや販路開拓など商工会議所・商工会

としての業務を行う場合に限ります。また、個社の営業目的の場合は除外となります。

② 販売手数料（税込み売上の20％）・・・・・・販売手数料、カード等の決済手数料もご負担ください。

※会場利用料金が無料となる場合においても販売等手数料は頂戴いたします。

売上金の取扱い

・イベントで販売する商品はすべて店内商品と同じレジを使用します。販売数量はイベント終了後に

利用者と店舗スタッフ両者にて確認してください。

・イベント終了から14日以内にPOSレジ集計データをお送りします。イベント利用の売上から販売手数料

及びキャッシュレス手数料を差し引いた額をご連絡しますので、期日までに請求書をお送りください。

・請求書確認後、末締、翌月20日に、利用者の指定する口座にお振込みいたします。

（振込手数料は、ご利用者負担）

③ その他備品等貸出し料（別途お問い合わせください）

・備品貸出料金は別途ご請求いたしますので指定する期日までにお支払いください。

④ 利用者の負担

・会場利用料金

・販売手数料、カード等のキャッシュレス決済手数料、振込手数料

・その他イベントの内容に関する経費は利用者負担となります。

販売員、説明員等スタッフ人件費、キッチン利用料、利用者にて準備する什器・備品・装飾等の費用、

送料、ゲストへの謝礼などイベントに関わる経費。

※レジ以外でのイベントのお手伝いにつきましては、別途ご相談ください。

※原則、イベント運営は全て利用者の責任において行ってください。

８．取扱い商品の条件

① 県産品であること（次の条件の内１つ以上満たす品であること）

・石川県内で生産、製造されている商品

・石川県内の事業者が生産・製造している商品

・石川県産素材を（食品の場合）を５０％以上使用している商品

・石川県の伝統技術を使用している作品や商品（工芸品の場合）

・石川県出身者がデザイン、企画、制作などに関わっている作品や商品

・石川県をイメージさせるモノ・人物・風景などのモチーフになっている作品や商品

※上記以外の商品であって、石川県のイメージアップおよび知名度向上等に資すると認められるもの。
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② 次の法令・規定に順守されていること

・食品衛生法、JAS法（農林物資の規格化等に関する法律）、食品表示法、農薬取締法、健康増進法、

薬事法、景品表示法、計量法等その他関係法令等に定める規定に違反していないこと。

・商品として品質・衛生管理が適正に行われていること。（確認のために生産情報の記録の提出や製造過程

の衛生管理マニュアル等の提出を求める場合があります）

・PL法（製造物責任法）に基づき、製品によって事故が発生し、その事故の発生が製品の欠陥が原因である

場合、被害者の救済ができること。

・特許、新実用新案等の係争中では無い商品、あるいは係争の恐れが無い商品であること。

・JANコードを取得していること。（現在取得していない場合はイベント開催1ヶ月前までに取得し、その旨を

運営事業者に報告ください）

※店内POSレジを使用しますので商品管理上必須となります。取得のない場合はその商品の販売はできません

のでご注意ください。

９．利用申込み及び利用者の決定

① イベントの申込み

・イベント利用を希望する者は、イベント利用申込書により、運営事業者に申込みを行います。

・申込みは、メール（当利用規程最終頁またはホームページよりダウンロード）、FAXにてお申込みください。

石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目2番18号 TH銀座ビル

〈MAIL〉 ishi-edohonten@cpl-tokyo.jp
〈FAX〉 03-5579-5892

② 申込期日につきましては下記(およびP11)を参照ください。

・利用決定に関しては県及び市町の申し込みを優先としますので、ご要望にお応えできない場合があります

ことをご了承ください。

利用予定日 申込開始 決定通知

第１期 ３月１日～６月３０日 前年１２月～ 同年２月～随時

第２期 ７月１日～９月３０日 ３月１日～ ４月上旬～随時

第３期 １０月１日～１２月３０日 ６月１日～ ７月上旬～随時

第４期 翌年１月３日～３月３１日 ９月１日～ １０月上旬～随時
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10．利用にあたっての禁止事項およびその他留意事項

① イベントの実施及び施設の利用にあたっては、利用者は、運営事業者の指示に従うものとします。

② イベントにおける商品・人員・必要備品はすべて利用者にて負担し、その手配は利用者において行うものとします。

運営事業者は総合レジの対応のみとなります。 ※整理誘導等および受付業務も利用者にて行ってください。

③ イベント開催に必要な届出等は利用者の責任において臨時の届出を行い、その写しを運営事業者に提出して

ください（特に食品衛生、酒類販売・乳製品・生鮮品等の保健所、税務署への届出の必要なもの）

◇中央区保健所 食品衛生第一係（03-3541-5939）食品関係施設の営業許可・監視、収去検査、

違反食品の監視、違反食品の処分、食品衛生推進員、団体育成、食鳥処理および化製場の監視

◇中央区保健所 食品衛生第二係（03-3546-5399）食品関係施設の営業許可・監視、収去検査、

食中毒調査、食品衛生施設の処分、衛生教育、リスクコミュニケーション

④ 館内は火気厳禁となっていますので肌火および赤熱が発生する機器の使用はできません。

※IHヒーター、電子レンジ等の使用は可能です。別途キッチン利用料が発生します。(P11参照)

⑤ 店舗屋外にのぼり旗等の設置を希望する場合はあらかじめご相談ください、ビル側の承認を得てご返事いたします。

（設置の場合は通行人の邪魔にならないよう設置し、転倒防止にも十分な対策を行ってください）

⑥ ビル前及び共用部でのビラ配り、呼び込み等ビル利用者や通行人の妨げになる行為は認められません。

（正式手続きを得た場合でもビル側からの要請でできない場合がありますので事前にご相談ください）

⑦ 販売等に際し、利用者は試飲・試食をはじめ消費者に対し積極的に商品説明を行い、調理方法や商品の取扱方法

などを十分に説明を行ってください。また、そのレシピや説明をあらかじめ運営事業者にもご提出ください。

（店舗スタッフの共有情報とします）

⑧ イベントに際し必要な備品等はすべて利用者でご準備ください。

店舗で準備する備品（テーブル・椅子等）については利用いただくことはできますが、その準備・後片付けは全て利用者

で行ってください。≪原則、現状復帰≫

⑨ 2階イベントスペースには簡単な調理のできるキッチンが設けられておりますので、あらかじめ利用申込みを行い、ご利用

ください。

⑩ キッチン等の利用に際し、終了後はその機器備品を元の状態にして返却してください。≪原則、現状復帰≫

⑪ 館内は禁煙となっており、また喫煙所もございませんのでご注意ください。

⑫ イベント関係者及び講師などの控室、休憩については事前にご相談ください。

（ご準備できない場合もあります。ご承知おきください。）

⑬ 商品・備品等の発送、受取りについて、運営事業者では前日の受取りは行いますが、荷物の管理については責任を

負いませんのでご承知おきください。また冷凍・冷蔵品は事前にご相談ください。

※保管についてはあらかじめその量を確認した上でご回答させていただきます。

（前日お送りいただ荷物を、店舗側でイベントスペースへ移動保管することはできません。）

※発送も利用者にて手配いただき梱包・発送してください。運営事業者ではその責任を負いません。

ヤマト宅急便の伝票のご用意がございます。

⑭ 商品のストックなどに関して店舗の倉庫は使用できませんので、イベントスペース内にてご対応ください。

また冷凍・冷蔵品に関しましては事前にご相談ください。但しご希望に添えない場合もあります。
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⑮ 展示・販売に関する準備・片付け等はすべて利用者にて行っていただきます。その際、什器や展示商品の搬入・搬出、

設営・撤収は開店前の午前9時半～午前10時半までと、閉店後午後7時～午後8時までの間に行ってください。

※エレベーターを使用して、商品・什器・装飾物などを搬入出する場合はあらかじめご相談ください。

※準備撤去時間の延長等はご相談ください、但し管理上料金が発生いたしますことご了承ください。

⑯ 大きな物の搬入・搬出に際しては通路、エレベーターの養生が必要となります。利用者においてご対応ください。

また、車両への積み込み、積み下ろしに際しては通行人やビル利用者の迷惑にならないよう必ず誘導員を配置し

行ってください。万一事故等があった場合はすべて利用者の責任とします。県ならびに運営事業者では一切の

責任を負いません。

⑰ 当該搬入・搬出時に生じたゴミ・残材はすべて利用者にて処分ください。但し一般ごみはビル指定ゴミ袋(有料)に入れ

ビル集積所へお持ち込みください。(P11参照)

⑱ 準備に際し問題があると認めた場合は利用者は、運営事業者の指示に従わなければなりません。

⑲ 商品の販売等は申請にないものの販売はできません。万一当該商品があった場合は撤去を求めます。

⑳ 利用者の責に帰すべき理由により、建物及び備品・機器・展示品・他の店舗商品に汚損・破損等が生じた

場合は利用者にて現状回復及び弁償等の責任を負うものとします。

㉑ 地震・火災・水害等の災害、盗難、偶発事故、第三者の作為または不作為により利用者が蒙った損害に

ついては県及び運営事業者はその責を負いません。

㉒ この規定に定めのない事項については、運営事業者との協議によるものとします。
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伝統工芸展示コーナー

2階イベントスペース県観光案内等

レジカウンター

・菓子

・嗜好品

・お土産工芸品

・季節品等販売 等

正面入口

・生鮮

・海産物加工品

・農産物加工品 等

２階フロア
目的を持った来店者が

利用する空間として活用

１階フロア
集中レジによる対応で、

効率のよいフロア展開

地階フロア
専門的フロアとしゆっくりと買物

ができる空間

石川県アンテナショップ
「いしかわ百万石物語・江戸本店」フロア案内

１階イベントスペース

・飲料
・地酒
・日本酒
・地ビール
・ワイン等

イベント用厨房カウンター

EV

EV

EV
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11．利用にあたっての禁止事項およびその他留意事項【新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わる事項】

①アルコールを提供するイベントに関しては、現状ご遠慮いただいております。別途ご相談ください。

②試飲・試食を伴うイベントに関しては、下記ガイドラインに沿い、ソーシャルディスタンスを確保した上で開催ください。

③2階イベントスペースにおいては着席で常時10名を超えないようイベント内容をご検討ください。

※アンテナショップ2階イベントスペースは通常は30名の着席が可能です。

④セミナー等でアクリル板のご使用を検討されている場合は、別途ご相談ください。有料にて貸し出し致します。

※申込必須（組み立て式 1,500円+税/枚）

⑤イベント開催時には、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として、個人情報を収集させていただく場合が

あります。（個人情報の取扱に関してはP12参照）

下記に定める、新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防ガイドラインに沿って、原則、主催者責任の元

イベントを開催するものとする。

【いしかわ百万石物語・江戸本店における新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防ガイドライン】

店舗へのご来店いただくお客様をはじめ運営スタッフの感染予防のため以下を実行します。

1.対人距離の確保

・レジ前での対人距離の確保の案内

・店内対人距離確保の案内

2.清掃・消毒

・入口に消毒設備設置による来店者への手指消毒の励行

・買物かご等の定期的な消毒の実施

・自動ドアタッチセンサーの定期的な清掃

・店内の定期的な清掃の実施

3.接触感染・ 飛沫感染の防止

・レジ前、透明間仕切りの設置

・レジでの現金受け渡しはコイントレイで行う

・キャッスレス決済の利用を促進する

・従業員のマスクの着用の徹底、こまめな手洗い

・手消毒の励行

4.換気の徹底

・入口自動ドアの定期的な開放を行う

・店内除菌器（除菌液：次亜塩素酸水溶液）の設置を行う

5.店舗内混雑の緩和

・商品陳列を工夫し、対人距離の確保を取りやすくする

・試飲試食は、原則行わない

6.来館者への協力依頼

・発熱や風邪、味覚障害の症状が見らえる方や体調のすぐれない方のご来店は控えていただく案内

・マスク着用のお願い

・手指消毒のお願い

7
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① １階イベントスペース

3.0m

1
.2
m

店舗入口

レジ

イベントスペース

販売・展示用テーブル W700XD700XH700 4台

ヒナ壇 W700XD300XH300 4台

コンセント AC100V 1500W 2か所

シンク 2槽シンク 1台

貸出し備品

8

※冷蔵品・冷凍品のお取り扱いがある場合は、ご相談ください。
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② ２階イベントスペース

4
.0
m

5.4m

キッチンスペース

イベントスペース

モニター50インチ

テーブル（展示台使用可） W600XD750XH700 15台

椅子 30脚

コンセント AC100V 1500W 2か所

モニター 65インチ
(PC等の再生機及びケーブル等はご準
備ください)

1台

貸出し備品

※冷蔵品・冷凍品のお取り扱いがある場合は、ご相談ください。キッチンの使用は別途申込みが必要です。
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② ２階イベントスペース 利用例

■ワークショップ展開例 ■シアター形式展開例

■スクール形式展開例 ■展示・販売展開例

30名

14名

30名

10

現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から
着席で常時10名を超えないようイベント内容をご検討ください。
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2階イベントスペース

テーブル（展示台使用可） W600XD750XH700 15台 無償

椅子 30台 無償

コンセント AC100V 1500W 2か所 無償

モニター 65インチ
(PC等の再生機及びケーブル等はご
準備ください)

1台 無償

ご利用申込料金
1階イベントスペース 1日 （最大3日まで） 3.6㎡ 5,500円

2階イベントスペース 1日 （最大3日まで） 21.6㎡ 16,500円

2階キッチン 1日 （最大3日まで） １か所 33,000円

・カウンター・2槽シンク・作業台・コールドテーブル（冷凍・冷蔵）・手洗い
・IH調理器・電子レンジ・炊飯器
※詳細はご相談ください

時間外使用料 営業時間の前後1時間を超える準備撤収作業等 1時間につき 3,300円

ビル指定ごみ袋 （実施後清算） 1枚 440円

（税込）

●備品リスト（無償貸出し）

1階イベントスペース

販売・展示用テーブル W700XD700XH700 4台 無償

ヒナ壇 W700XD300XH300 4台 無償

コンセント AC100V 1500W 2か所 無償

シンク 2槽シンク 1台 無償

※水道・電気・光熱費は含まれています。

【申込料金のお支払い】
・料金は利用決定後、送付するご請求書に記載の期日までに指定口座へお振込みください。
尚、主催者の都合により開催が中止になった場合でも申込料金の返金はいたしません。

① その他の備品
・その他の備品は主催者にてご準備ください。

② その他経費

・商品の発送費、人件費、キッチン利用料、ゲストへの謝礼などイベントに関わる経費

・サインや造作物、チラシ等の制作物、産業廃棄物等の処理費
・ご希望がありましたら、備品・製作物、設営撤去等有償にて指定業者で承ります。

③ 集客等は利用者でも独自に行ってください。運営事業者は店舗HP・SNS等でご案内いたします。
・参加申込なども主催者で行ってください。チラシ等は店舗内に提示可能ですので必要な場合はご相談ください。

④ 音響機器を伴うイベントは原則禁止となります。
⑤ 商品のストック等はイベントスペース内でお願いします。利用前日にイベントスペースへ保管することは原則できません。
⑥ 必要な官公庁への届け出は利用者で行ってください、その際の費用も主催者負担となります。

※詳細についてはご計画の際にご相談ください。
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※冷蔵品・冷凍品のお取り扱いがある場合は、ご相談ください。

※ 土日祝日は各日利用料金の３割増となります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2022年3月現在、キャンセル料は頂戴しておりません。
また上記料金表にあるお申込日数「最大3日まで」の制限も無くしております。
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開催までの手順

①申込受付

第一期
3月～６月

前年12月1日～

第二期
7月～9月

第三期
10月～12月

第四期
1月～3月

同年3月1日～ 同年6月1日～ 同年9月1日～

②決 定

③決定通知 同年2月上旬～ 同年4月上旬～ 同年7上旬～ 前年10月上旬～

④申込料金
の支払い

⑤各種届出

⑥詳細計画
提出打合せ

官公庁への届け出等必要な場合の手続き（主催者にて行ってください）
それぞれ官公庁の期日までに手続きしてください。

イベントの詳細計画にて打合せし、各種調整を行います。

⑦当日準備 原則準備・撤収は当日で行ってください。

※それぞれ期日までにお申込み・お申込料金のお支払い・各種届出等行ってください。

（内容、届出等不備があった場合は開催できない場合もありますのでご注意ください。

※利用決定に関しては県及び市町の申し込みを優先としますので、それ以外の方にはご要望にお応えできない

場合がありますことをご了承ください。

※販売を伴うイベントの場合は別途「企業情報エントリーシート」及び「商品情報エントリーシート」（商品毎）を

ご提出ください。 いしかわ百万石物語・江戸本店ホームページ参照

※申込みは、メール（当利用規程最終頁またはホームページよりダウンロード）、FAXにてお申込みください。

石川県アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目2番18号 TH銀座ビル

〈mail〉 ishi-edohonten@cpl-tokyo.jp
〈FAX〉 03-5579-5892
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個人情報保護方針

「いしかわ百万石物語・江戸本店」店舗運営会社、株式会社シ・ピ・エルはその幅広い業務において

取り扱う、大切な個人情報を保護することが重要な社会的責務であると認識し、受注先より入手した

個人情報、採用において入手した個人情報は元より弊社役員・従業員、協力会社の取り扱うすべて

の個人情報の適正な取り扱いに努めてまいります。

◆個人情報の取り扱いについて

１．個人情報保護に関する意思統一の徹底

全事業所・部門のすべての役員・従業員に対し、教育を実施し、個人情報保護の重要性の

理解と安全性、信頼性の確保のため「個人情報保護マネジメントシステム」の遵守に努めます。

２．個人情報の取得、利用および提供

当社は、個人情報を公正かつ適切な手段によって取得し、あらかじめ利用目的を定めその達

成に必要な範囲を超えた取得を行わないと共にこの範囲を超えた個人情報を利用する場合は

本人の同意を得た上で利用し、そのために必要な措置を「個人情報保護マネジメントシステム」

に明記し、適切に取り扱います。

また、法令に定める場合および本人の同意を得た場合を除き、当社が第三者に個人情報を

提供することはありません。

３．委託先への管理

当社は、個人情報に関する業務の一部を外部事業者に委託する場合があります。その管理

に関しては最重要項目として、その対応が十分可能かどうかの確認を行い、別途個人情報保

護の契約を締結し、安全管理に必要な監督、監査を継続的に行います。

４．個人情報保護マネジメントシステムの策定と継続的改善

当社は、個人情報を適切に保護するために個人情報保護マネジメントシステムを策定し、適

切な運用の実施を行うとともに、継続的な改善を行います。

５．法令等の遵守

個人情報に関して適用される法令および国が定める指針その他規範を遵守します。

本方針ならびに社内規定を整備し適切な運用が実施されるよう管理します。

６．個人情報の取扱いに関する苦情および相談に関する対応

社会通念に照らし合わせ、本人からの苦情および相談に対し適切かつ迅速に対応します。

７．個人情報の適正な管理

当社は個人情報を正確かつ最新の状態にし、個人情報の漏えい、減失、き損、改ざん等を

防止し必要な安全対策を講じ是正に努めます。

2017年11月10日 制定

2018年12月 改定

株式会社シ・ピ・エル 代表取締役社長 林 嘉成

本個人情報保護方針に関するお問合せ 本社総務担当

☎076-275-8111(代表)/📠076-275-8282

e-mail:info@cpl-ishikawa.co.jp
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