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〒734-0014　広島市南区宇品西2丁目16-51

受付時間　10:00～22:00　年中無休
☎082-250-0622

http://mitte-ujina.com/

お問い合わせ・お見積り・ご相談 はこちらお問い合わせ・お見積り・ご相談 はこちら

施設のご利用に関しての詳細は下記電話番号に
お問い合わせください

お申し込みに際しては必ずこちらのパンフレットを
お読みください

●利用手続き

利用時間

所在地

面積

天井高

基本施設

設備内容

 10:00～22：00

 〒734-0014　広島市南区宇品西2丁目16-51

 224㎡(収容人数300名)

 床から天井照明最下部まで約3.7ｍ

ステージ  3.4～3.9ｍ×8ｍ(緞帳・諸幕なし)

 イベントスペース

 ・音響設備：調整卓、拡声装置
 ・照明設備：調光卓、演出照明、バーライト
 ・映像設備：200インチ大型LEDビジョン
 ・控室、リング（ステージ利用可）7ｍ×7ｍ

●利用料金（1時間あたり）

●利用料金（1回あたり）

●会場レイアウト

利用区分 午前
10：00～13：00

午後
13：00～17：00

夜間
17：00～22：00

平日 30,000円 40,000円 35,000円

土日祝 40,000円 50,000円 45,000円

音響一式 10,000円 大型LEDビジョン 20,000円

照明一式 10,000円 控室(一室)
シャワー付き 1室　2,000円

24インチ
ゲーミングモニター 1台　400円

1台　200円

1個　100円

イス

テーブル長机

木箱

1脚　100円

1台　200円

1台　7,000円リング 移動式
ビールサーバー

組立・撤去別：70,000円
組立・撤去込：200,000円

※テーブル、イスにつきましては、利用者側
で設営・原状復帰をお願いいたします



●イベントホール mitte スペース利用規約●
●利用手続き
　①お申し込みは利用開始日の半年前から受け付けます
　　（一部例外があります）
　②下記の電話番号まで、利用希望日の空き状況をご確認ください
　　【☎082-250-0622】
　③使用申込書に必要事項をご記入の上、イベント企画書を添えて
　　ご提出ください
　　（催事の目的・内容によってはお断りをする場合もあります）
　④ご使用が決定しましたら、使用承諾書を発行いたします

●利用料金　
　⒈料　　金　利用料金は、利用案内をご参照ください
　⒉支払方法　利用日の当日までに、銀行振込または現金にて全額
　　　　　　　お支払いください。
　　　　　　　なお、銀行振込の場合は振込手数料を利用者にてご負担ください。
　　　　　　　期日までにお支払いの無い場合、ご利用をお断りしますのでご了承
　　　　　　　ください。
　　　　　　　その他の付帯設備使用料など当日追加されたもののお支払いは、
　　　　　　　ご使用後10日以内におしはらいください。
　⒊キャンセル　利用承諾後のキャンセルについては、次の区分に従いキャンセル料
　　　　　　　を申し受けます。
　　　　　　　①利用予定日の1ヶ月前から8日前まで、使用料の30％
　　　　　　　②利用予定日の7日前から2日前まで、使用料の50％
　　　　　　　③利用予定日の前日・当日、使用料の全額　　　　　　　　

●利用制限
　次の項目に該当する場合は、すでに承諾している場合や利用中であっても、承諾
　の取消もしくは中止をさせていただくことがありますのでご了承ください。
　①使用申込書に虚偽の記載事項があった場合
　②公序良俗に反すると認められたもの
　③使用に関する権利を第三者に譲渡あるいは転貸した場合
　④関係官公庁の許可が得られないもの
　⑤その他管理運営上不適当と認められるもの

●使用時間（平日・土・日・祝日 共通）

　
　①使用時間は、お申し込み時に確定していただきます
　②使用時間には、催事に伴う設営・撤去等の一切の時間を含みます
　③使用時間を延長される場合は、予めお申し込みの上、担当者の承認が
　　必要となります。また、別途延長料金を申し受けます
　④ご使用が決定しましたら、使用承諾書を発行いたします

全日使用

区分使用

全日　10:00～22:00

夜間
17:00～22:00

午後
13:00～17:00

午前
10:00～13:00

●損害賠償と免責
　⒈損害賠償　施設内外の建造物・設備・備品等を毀損・汚損・紛失させた場合
　　　　　　　は、速やかにご連絡ください。
　　　　　　　利用者（参加者・関係者を含む）に起因する損害については利用
　　　　　　　者に賠償していただきます。その他、利用規約に違反した場合、
　　　　　　　損害賠償を請求することがあります。
　⒉免　　責　不測の事故や災害等のために、使用者側の責によらず施設が使
　　　　　　　用不能になった場合、お預かりしている前納金等は返済いたし
　　　　　　　ます。
　　　　　　　ただし、使用者側で発生する損害についての補償はいたしませ
　　　　　　　ん。
　　　　　　　施設利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損等の
　　　　　　　全ての事故については、イベントホール mitteではその責任を
　　　　　　　負いません。　　　　　　　

●事前打ち合わせ
　①使用日の1ヶ月前までに担当者との事前の打ち合わせを行っていただきま
　　す
　②施設内の施工がある場合は、施工図面・作業スケジュール・電気関係図面等
　　もご準備ください
　③関係機関への届出は、利用者において行ってください

●運営管理
　①会場の設営・撤去は、事前打ち合わせに基づいて利用者において実施して
　　ください
　②利用終了後は直ちに持込機材等を撤去し、原状回復を行ってください
　③利用期間中および利用終了後の清掃は、利用者において行ってください
　　利用終了後の点検で特別清掃の必要が生じた場合は、別途清掃料（実費）を
　　申し受けます
　④会場内外の整理・誘導・、警備・事故防止、控室等での盗難防止等について　
　　は、利用者側で責任を持って行ってください
　⑤その他、利用に関することは担当者にご相談いただき、指示に従って
　　いただきますようお願いいたします

関係機関 担当部署 所在地 電話番号 申請内容

広島市
南消防署 予防課 広島市南区宇品

東２丁目１－４６ 082-255-7493
催物開催届
禁止行為解除
承認申請

広島南警察署 生活安全課
広島市南区
宇品東４丁目
１－３４

082-255-0110 催物開催届

広島市保健所 環境衛生課
広島市中区
富士見町
11-27

082-241-7408 食品営業
許可申請

日本音楽
著作権協会

広島市中区
胡町4-21

082-249-6362 音楽著作物
使用

●音響機材
メーカー名 品番 内容 数量

 YAMAHA  TF1  デジタルミキサー 1
 YAMAHA  Tio1608-D  ステージボックス 1
 YAMAHA  NY64-D  デジタル入力カード 1
 NEXO  NXAMPmk2  ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌ （゚4ｃｈ） 1
 NEXO  PS15U  2wayﾌﾙﾚﾝｼﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 4
 NEXO  LS18  サブウーハー 2
 K&M  21338  ｽﾋﾟー ｶｰポール 2
 K&M  21300  ｽﾋﾟー ｶｰｽﾀﾝﾄﾞ 2
 SHURE  SM58S  ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ 2
 audio technica  ATW1322  ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄ゙ ﾏｲｸSET(2波） 2
 K&M  21020(ST210/2)  ﾏｲｸﾌﾞー ﾑｽﾀﾝﾄﾞ 4
 TASCAM  CD-500  CDﾌﾟﾚｰﾔｰ 2
 CANARE  ＥＴＣ6-100-Ｎ  デジタルケーブル 1
 YAMAHA  VXS5  天井スピーカー 7
 YAMAHA  XH200  天井スピーカー用アンプ 1

●映像機材
200インチ大型LEDビジョン：　1台
LEDビジョンはPCを経由してCD,SD,USB,対応可
またTVチューナーと接続すればパブリックビューイングにも対応可
24インチゲーミングモニター：　8台

●照明機材
LEDムービング：　7台
LEDパーライト：　6台

●備品
イ　　ス：　1２0脚
長　　机：　１0台
テーブル：　25台
木　　箱：　50箱

お問い合わせ・お見積り・ご相談 はこちら

〒734-0014　広島市南区宇品西2丁目16-51
イベントホール mitte

受付時間　10:00～22:00　年中無休
☎082-250-0622


