
角座広場イベントスペースのご案内 



地下鉄 なんば駅
地下鉄 ⽇日本橋駅
近鉄 ⼤大阪難波駅

約5分
約5分
約10分

ミナミを代表するエンターテイメントスペースが�

道頓堀のど真ん中に誕生！�

東京の「新宿角座」と連携し、大阪発の新たなお笑いスターを育成する�

128席の歴史的劇場「DAIHATSU MOVE 道頓堀角座」や、�

各種有名飲食店を併設したエンターテイメントスペース。�

角座広場イベントスペースのご案内 
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ミナミの主要駅から徒歩圏内、�

ミナミエリアのど真ん中に位置する�

最高のロケーションを有するイベントスペース！�

■ABOUT

■ACCESS

サンプリングスペース（造作物不可）
イベントスペース（約96㎡）

飲⾷食店舗他

イベントステージ（27㎡）※イベントスペースに含む道頓堀に面した約100㎡のスペース。�

サンプリングに特化したスペースもご用意。�

情報の発信に適した最高のスペースです！�

■SPACE



角座広場イベントスペースについて 

■HOW ?

　　　　　　　　　　　　　弊社は、「道頓堀開削400周年」を2年後に控えた本年の夏に、直営劇場「道頓堀角座」�

　　　　　　　　　　　　を中心とした複合施設と、イベントスペースを整備した「角座広場」をオープン致しました。�

道頓堀は、東横堀川と西横堀川の汚濁を解消するため、慶長17年（1612）に、成安道頓によって起工され、�

元和元年（1615）に完成しました。道頓堀は、かつて、角座、浪花座、中座、朝日座、弁天座の「道頓堀五座」�

（ 「五つの櫓」）を中心に演芸の街を栄えました。�

�

�

�

�

�　�

�

�

�

　しかし、2008年の角座ビルの閉館と共に、この五座の名称は道頓堀から姿を消しました。�

道頓堀に「演芸の灯」を再度灯し、かつての賑わいを少しでも取り戻し、道頓堀の活性化の一助になりたいと考え、�

劇場「道頓堀角座」を復活させ、コミュニティの中心となる広場「角座広場」を整備しました。�

�

今後の道頓堀の活性化、及び上方演芸の再興の為、ご支援を頂きますようお願い申し上げます。�

■HISTORY

イメージ①	

各種イベント！
イメージ②	

販売促進やPR！
イメージ③	

商品販売まで！

新製品の展示、
販売促進やサン

プリング、�

　　　　　　　
　各種キャンペ

ーンにも最高の
フィールドです

。�



角座広場イベントスペースの実績 

■ARCHIVE

DAIHATSU MOVE 道頓堀⾓角座オープニングイベント

朝⽇日新聞社主催 　キリンチャレンジカップ2013パブリックビューイング in⾓角座広場

TKO⽊木下のオカンプロデュース！ 空とぶからあげ弁当、発売記念イベント

道頓堀SOUL NIGHT IN ⾓角座広場



角座広場イベントスペース詳細 



●広場概要	 

	 

	 

●使用時間　　　　　　　　　　　　　　	 10:00~20:00	 

	 

●使用料金	 
	 

	 

	 

	 

	 

　＊長期割引料金は、3日以上連続してご使用の場合、3日目以降についてのみ適用されます。	 

　＊料金はイベント開催日の前日までに全額お納めください。	 

　＊ご使用手続き完了後、使用を取り消された場合、お納めいただいた使用料金は返却しかねます。	 

　　また、決定のお申し込み後、使用を取り消された場合には違約金を申し受けます。	 

	 

●その他料金（警備費用など）	 
　＊警備・清掃などにかかる費用につきましては、別途ご負担いただきます。（詳細別紙）	 

	 

●警備人員について（搬入・搬出・イベント実施時間・その他時間含め常時配置）	 
　　22:00~26:00まで　　　　　	 1名	 

　　26:00~イベント日終了まで　2名	 

　　撤去開始~22:00　　　　　　2名	 

　（警備時間・人員などについては打合せが必要となります。）	 

	 

●設営・撤去について	 
　＊搬入・搬出については併設飲食店営業時間（10：00-23：30）を除く時間でお願いいたします。	 

　＊2日以上連続してご使用の場合も、展示物などを夜間に一旦撤去する必要はありません。	 

　　ただし、イベント実施中同様、必ず警備員を配置いただきます。	 

	 

●ご使用手続きについて	 
　1.　お申し込みの際、別紙申込書及び詳細企画書・図面を必ずご提出ください。当社で事前に可否の	 

　　　判断をさせていただきます。（不適当と認めた場合はお断りする場合もございます。）	 

	 

　2.　ご使用手続き完了後、提出書類、運営・施工上の注意、条件などについての詳細な打合せを行います。	 

	 

　3.　お申し込み受付は、ご使用予定の6ヶ月前よりいたします。なお、お申し込み後の手続きが無い場合、	 

　　　他の決定申込みを優先致しますのであらかじめご了承ください。	 

	 

●使用にあたっての禁止事項	 
　次の各項目に該当するイベント、展示については、申し受けられません。	 

　・法令などにより禁止されているもの	 

　・風致、美観を損なうもの	 

　・公の秩序、善良な風俗に反するもの	 

　・設備上、危険と思われるもの	 

　・政治的、または思想的意図のあるもの	 

　・通行の妨げになるもの	 

　・火災、爆発、その他防火上危険を生じる恐れのあるもの	 

　・物品の販売、勧誘、契約行為、寄付、サンプリング、放歌、騒音を発するもの	 

　　（ただし、物品の販売、契約行為、サンプリング行為については事前に当社が条件を付して認める場合	 

　　　はこの限りにありません。なお、その場合においても上記行為に起因する苦情、損害については	 

　　　当社はいっさいの責任を負いません。）	 

　・その他、角座広場イベントスペース及び併設施設敷地内として運営上支障のあるもの、	 

　　ならびに当社が不適切と認めたもの	 

基本料金	 

¥700,000-／1日	 

¥500,000-／1日	 

¥150,000-／1日	 

長期割引料金（3日目以降）	 

¥500,000-／1日	 

イベントスペース	 

　土・日・祝	 

　平日	 

サンプリングスペース	 

有効面積	 

	 96㎡	 
（ステージ27㎡を除く）	 

電源容量	 

100V	 6kw	 

【角座広場イベントスペースお問い合わせ先】	 

　角座広場プロジェクトオフィス/担当　松永　　　TEL:06-7898-9020	 FAX:06-7898-9015	 

　〒542-0071	 大阪市中央区道頓堀1丁目4-20	 
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角座広場イベントスペース 詳細 



イベントスペース	

約96㎡	13.2m	

7.3m	
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角座広場イベントスペース 図面 



角座広場イベントスペース申込書 



角座広場イベントスペース使用申込書	 

松竹芸能株式会社	 

　　角座広場プロジェクトオフィス　御中	 

お	 申	 込	 日　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日	 

所	 	 在	 	 地	 

代	 理	 店	 名	 

代表者	 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印	 

角座広場イベントスペース使用について、使用規定等を承諾の上、下記のとおり申し込み致します。	 

記	 

1.  イベント名	 

2.  使	 用	 期	 間　　　　　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日までの　　日間	 

3.  目　　　的	 

4.  内　　　容	 

5.  使	 用	 料	 金　　　　金　　　,　　　,　　　円（税込）※この欄へは記入しないでください。	 

6.  運営責任者	 

7.  主　催　者	 

※お申し込み上の注意事項	 
（１）使用料金は、使用開始日の前日までに松竹芸能角座プロジェクトオフィスにお支払いください。	 

　　　（振込に要する費用は貴社にてご負担ください。）	 

（２）お申込み後の申込書記載内容の変更については、原則として認められません。また、お申し込み後の取り消しに	 

　　　ついては、使用料金の全額を違約金として申し受けます。	 

（３）予め展示の内容、意匠などを審査致しますので、企画書、広告図案、などを必ずご提出ください。	 

（４）展示場所の公共性、歩行者の通行、広場併設店舗の営業などに影響などを考慮し、展示物の搬入、取付け、撤去	 

　　　及び搬出並びに使用に関し条件がつく場合がございます。	 

（５）展示に係る製作費、運搬費、警備費、清掃費などの諸経費はすべて申込者の負担となります。	 

（６）使用期間中であっても、事業上の支障、緊急事態、その他やむを得ない事由が生じたときは、使用を中止する場合が	 

　　　あります。この場合、使用を中止した期間に応じて使用料金を払い戻しいたします。	 

（７）第三者による盗難、毀損、汚損または不測の事故などによる展示物の損害については、松竹芸能角座プロジェクト	 

	 	 	 	 	 	 オフィスは一切の責任を負いかねます。	 

（８）展示の使用に起因して、松竹芸能角座プロジェクトオフィス又は第三者に損害を与えたときは申込者の責任と	 

　　　負担において損害を賠償していただきます。	 

（９）使用に当たっては、必ず松竹芸能角座プロジェクトオフィスの係員の指示に従ってください。	 



角座広場イベントスペース展示規定	 

角座広場イベントスペースに展示される場合には、下記に基づきお申し込みください。	 

松竹芸能株式会社	 

記	 

1.  申し込みに際しては、所定の申込書に使用目的、内容など必要事項を記入の上、	 
　　必ず詳細な企画書と図面を添えてお申し込みください。	 

　　イベント実施日の３週間前までに最後の企画書などを必ずご提出ください。	 

　　尚、決定後予約の全部または一部を解除した時は展示使用料金の全額を	 

　　違約金として申し受けます。	 

	 

2.　展示を行う場所は角座広場のうち、当社が指定した別紙図面に記載された場所に限ります。	 

	 

3.　展示場所の公共性、ならびに一般歩行者の通行、併設店舗の営業などの影響を考慮し、	 

　　展示に条件のつく場合がございます。	 

	 

4.　物品の販売、勧誘、契約行為、寄付、サンプリング、放歌、騒音を発するもの	 

　　（ただし、物品の販売、契約行為、サンプリング行為については事前に当社が条件を付して認める場合	 

　　　はこの限りにありません。なお、その場合においても上記行為に起因する苦情、損害については	 

　　　当社はいっさいの責任を負いません。）	 

	 

5.　展示運営上支障があり不適当と当社が判断したものについては、お断りする場合があります。	 

	 

6.　展示使用料金の支払いは展示開始の前日までにお支払いください。	 

	 

7.　展示に係る装飾費、運搬費などの諸経費は、すべて申込者の負担となります。	 

	 

8.　展示物に関する損害については当社は一切の責任を追いません。	 

	 

9.　展示に起因する事由により、当社の設備ならびに第三者に損害を与えた場合は、	 

　　貴社において賠償していただきます。当社は一切の責任を負いません。	 

	 

10.	 展示期間中であっても当社事業上の支障、緊急事態など、やむを得ない事由が生じた	 

　　場合、展示を中止する事があります。その場合の中止日数分の展示料金については	 

　　申込者と協議の上、払い戻し致します。	 

	 

11.	 展示物、展示の方法に関しては、当社が了承したものに限ります。	 

	 

12.	 展示・施工など現場作業に関しては、当社係員と詳細な事前打合せが必要です。	 

	 

13.	 展示物の搬入、搬出については当社係員の指示に従ってください。	 

	 

14.	 展示期間中は周辺美観の保持、清掃などの日常維持管理に努めてください。	 

	 

15.	 展示が終了したときは速やかに展示場所を原状に復してください。	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上	 



角座広場イベントスペース使用に関する注意事項	 

角座広場イベントスペースのイベント使用にあたりましては、角座広場イベントスペース	 

展示規定を十分ご確認の上、特に下記の事項を厳守して頂きますようお願いいたします。	 

松竹芸能株式会社	 

記	 

1.  イベント開催期間中における音量（BGM・MC）については当社係員の指示に従い、	 
　　角座広場の事業および併設店舗の営業に影響を与えない音量に設定してください。	 
	 

	 	 	 	 	 ※１　商業宣伝を目的とした拡声器等の使用は大阪府の条例に伴い、	 

　　　	 	 	 	 	 商業地域としての規制基準値70デシベルを超えない音量での開催となります。	 

	 

	 	 	 	 	 ※２　当スペースは劇場併設に伴い、時間帯によって規制基準値に関わらず当社係員の指示にて	 

　　　	 	 	 	 	 音量を制限させていただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。	 

	 

2.　イベント照明は劇場および併設店舗に照明光線が入らないように十分注意してください。	 

　　（企画・設計段階において照明は位置などの検討をお願いいたします。）	 

	 

3.　イベント開催当日の造作物設営につきましては午前10時までに造作物の立て込みを	 

　　終了してください。（店舗営業時に影響を与えるため、立て込み時の釘・ビス使用に	 

　　よる騒音を避けるため）	 

	 

4.　造作物に使用する釘・ビスなど金物は設営撤去時の管理に十分注意してください。	 

	 

5.　イベント開催中に取材（テレビ局・新聞社・雑誌社）の入る場合は事前の申請が必要と	 

　　なります。なお取材申請の提出が無い場合は当日取材に来られてもイベントスペース	 

　　周辺での取材及び写真撮影などは一切出来ませんのでご了承ください。	 

　　（取材申請にあたっては別紙申請用紙にて提出ください。）	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上	 



角座広場イベントスペース使用時の臨時警備・清掃について	 

《搬入から搬出に至るフルタイムの臨時警備》	 

	 

角座広場イベントスペースご使用の際、商品・資材搬入時は警備員２名、イベント実施中を含む	 

その他の時間帯は、当社係員による常駐配置を原則とさせて頂きます。	 

	 

《警備目的》	 

	 

イベント商品・関係資機材搬入時は併設店舗の安全、周辺道路の一般通行安全の確保を主業務、	 

また、イベント実施中とその他の時間帯は常駐の係員1名による安全確保を主業務として、	 

お客様の円滑なるイベント運営に寄与することを目的と致します。	 

尚、たくさんの集客が予想される場所柄、不正・不法行為によるイベント商品・関係資機材の	 

盗難・損傷も予想されますのでお客様におきましては保険を附するなど必要な対策をとって	 

いただきますようお願いいたします。	 

※警備時間・人数などについては事前に角座広場プロジェクトオフィスと打合せが必要です。	 

　尚、警備業務契約・請求は松竹芸能株式会社とさせて頂きます。	 

	 

《警備・実施立会い料金》	 

	 

	 

	 

	 

	 

《契約先》	 

　　　　　　　　松竹芸能(株)角座広場プロジェクトオフィス	 

　　　　　　　　〒542-0071	 大阪市中央区道頓堀1丁目4-20	 

　　　　　　　　TEL:06-7898-9020	 FAX:06-7898-9015	 

	 

《緊急連絡先》	 

	 

	 

	 

	 

《臨時清掃》	 

イベントスペース使用の内容に応じて、清掃・ごみ（ダンボール・缶・ビン・紙コップ等）	 

処分が必要な場合は別途打合せが必要です。詳しくはお問い合わせください。	 

松竹芸能株式会社	 

基本料金（税抜）	 

¥35,000-／1名	 

¥3,000-／1名／1h	 

¥3,000-／1名／1h	 

	 

立会要員	 ※時間により人数要相談	 

警備	 ※	 搬入出時要2名	 

警備	 ※	 本番時	 

時間帯	 

設営撤去含むイベント実施中	 

22:00~8:00	 

10:00~20:00	 



設営及び撤去工事に関する遵守事項	 

1.  搬入出作業	 
　　①当イベントスペースは公共性が高く、大勢の人が往来する場所であり人との接触事故の	 

　　　危険性があるので誘導スタッフの配置も考え、安全な搬入、搬出作業に努めてください。	 

　　　車両搬入時等通行人と接触しそうな場合、移動や作業を一時中断し歩行者が通り過ぎて	 

　　　から再開するように徹底してください。	 

	 

2.	 高所作業	 

　　①高い所への昇降は、安全な場所より梯子などを使用し作業してください。	 

　　　また、高所から工具や物を落とす事の無いように特に工具などは、伸縮ワイヤー等で	 

　　　ベルトとつないで使用してください。	 

	 

　　②脚立・梯子等を使用して作業する時は、足下に十分気をつけて不安定な状態で作業	 

　　　を行わない。又、転倒しないように一人がささえてください。	 

	 

　　③移動にあたっては、会場建物（床・柱・天井等）との接触の無いように最善の注意を	 

　　　はらってください。	 

　　　（損傷されたときの修繕費は使用申込者に全額負担して頂きます。）	 

	 

3.	 防火	 

　　①喫煙は灰皿のある定められた場所で行ってください。	 

　　②引火性の高い物を扱う場合は火気を近づけないと共に必ず消化器を設置してください。	 

	 

4.	 防犯	 

　　①会場周辺には、多くの方が居られますのでイベント用什器、小物、作業員の手荷物等	 

　　　会場に持ち込まれるすべての物は、必ず仮囲いの中に収容し作業を行ってください。	 

	 

5.	 緊急連絡先	 

	 

	 

　　会場管理　　角座広場プロジェクトオフィス　　　　　松永	 

	 

　　警　　備	 

	 

　　警　　察　　南警察署	 

	 

　　消　　防　　中央消防署	 

角座広場イベントスペースのイベント使用にあたりましては、下記の事項を厳守して	 

頂きますようお願いいたします。	 

松竹芸能株式会社	 



搬入・搬出に関する遵守事項	 

●作業可能時間	 

	 

●車両搬入出時間	 

	 

●注意事項	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

　	 

	 

　　　　　　　　　　	 

●搬入出経路	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

●荷下しスペース	 

堺
筋
	

荷
下
し
ス
ペ
ー
ス
	

0:00~10:00（設営撤去は併設店舗の営業時間外となります。）	 

	 

26:00~翌10:00	 

	 

会場内に収まる台数のみでの進入に限り荷下し後はすぐに移動となります。	 

また道頓堀内は駐停車禁止となり、進入待ち等の一時的な停車も出来ません。	 

搬入出車両が道頓堀内を通行する場合は別途通行証が必要となりますので、	 

事前の搬入出車両の申請台数分をお渡しさせて頂きます。	 

※申請には2週間かかりますので、申請期間をお守りください。	 

　通行の際は安全確保のため車両の前後に人が立ち最徐行（10km未満）での走行	 

　を守ってください。	 

※搬入出にあたっては弊社立会担当者や警備員の指示に従って行動すると共に、	 

　作業に携わるすべての者に注意を促し安全作業に努めてください。	 

	 

	 


