
住友不動産ベルサール株式会社　行

太枠内は必ずご記入ください。

■使用者兼支払者情報　※記載漏れがあった場合、使用申込をお断りする場合がございます。

会社名 部課名

所在地
ｚ

氏名

※実際の会場使用者が使用申込者と異なる場合は、ご記入ください。

会社名 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　]］

■使用日・催事情報
使用日 使用ホール 使用時間 開催本番 レイアウト 当社使用欄

 1F控室

 （先着） 円

 1F控室

 （先着） 円

 1F控室

 （先着） 円

 1F控室

 （先着） 円

] ※分割でのご使用の場合、ホールCは控室３、ホールDは控室４のご利用となります。

※上記金額は消費税を含まない金額となります。 合計① 円

※上記料金の他に、会場管理費として催事毎に30,000円（税抜）が発生いたします。

※使用予定日が複数月にまたがる場合は、使用月毎に「使用申込書」をご提出ください。
※10営業日以内の追加・変更（人数、レイアウト、催事名、備品等）につきましては、受付できません。

※万一、本施設の竣工が遅延した場合は、貴社と弊社にて協議の上、その問題を解決するものとします。

※1F控室は全館共通の施設です。その為、先着順となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

※掲出等につきましては当社もしくは関係会社にご相談ください。　  [　　公開　　　　　非公開　]

■開催内容およびイベントカレンダーへの掲載

※希望されるお客様は下記URLから『イベントカレンダー掲載申請フォーム』へのご記入をお願いいたします。

■有料備品　※当社保有の有料備品のみ（先着順）を記載してあります。
使用会場 備品名 単価（税抜） 個数 日数 備考 当社使用欄

／1
円

200インチ掛図スクリーン ／2 円

8,500ANSI置型プロジェクター ／2 円

円卓 1,000円 ／21 円

テーブルクロス　白（円卓用） 1,500円 ／21 円

テーブルクロス　紺（円卓用） 1,500円 ／21 円

テーブルクロス　白（長机用） 1,500円 ／20 円

金屏風 6,000円 ／1 円

ジョーゼット幕 5m 35,000円 ／2 円

ジョーゼット幕 10m 70,000円 ／2 円

スポットライト 40,000円～ ／15 円

ロアーホリゾントライト 40,000円～ ／10 円

合計② 円

■イベント会場設営（工事含む）

イベント会場設営（工事含む） 依頼します※Aにご回答ください。 　依頼しません（持込み）※Bにご回答ください。

会場備品（テーブルやイスなど）の設営のみ依頼します

※Ａ.依頼する場合の内容 設営全般 備品レンタルのみ 電気工事のみ

※B.持込みする場合の電気工事 一次幹線工事のみ依頼します 二次側工事まで依頼します 電気工事なし

■その他　
・プロジェクター持込 ［　　　　　　　　　　］・宅配便 ［ 　　　　　箱 ］

・ケータリング等 ［　　　　　　　　　　］・その他搬入物 ［ ］

■ベルサールポイント　※ベルサールポイント利用の場合はチェックしてください
3,000ポイント（6,000円相当） 5,000ポイント（10,000円相当） 10,000ポイント（20,000円相当） 20,000ポイント（40,000円相当）

　 30,000ポイント（60,000円相当） 40,000ポイント（80,000円相当） 50,000ポイント（100,000円相当）

円

円

／

／

請求 受付
期限①

FAX：03-3346-1399

ベルサール御成門タワー　４Fホール使用申込書　1／３

控室使用

開催内容
（複数選択可）

https://www.bellesalle.co.jp/eventform/

　[　　

掲載申請用
ＵＲＬ

掲載可否

4Fホール

 希望しない

ホール全体・ホールCにて使用可能

／

当社使用欄

／ ／

円

①+②合計 現場 監理

ベルサールホームページ内のイベントカレンダーへの掲載を   希望する

先着順。使用個数・日数により料金が変わります

※上記金額は消費税を含まない金額となります。
※レンタル備品につきましては、当社もしくは関係会社とお打合せの上、決定させていただきます。

開催名

期限② ／

設営詳細

※「事前搬入届」を提出してください。
　ご提出のない場合は、お断りする場合が
　ございます。

回議

設営の有無

承認

㊞

ＴＥＬ② ＦＡＸ

　　　年　　　　月　　　　日 （　　　）  　　～　　 

　スクール　　シアター

最新の「ベルサール御成門タワー　使用マニュアル（兼使用規約）」（HP掲載中）を遵守し、使用申込いたします。
また、添付の「主な注意事項確認書」および「個人情報のお取り扱いについて」の内容について確認しました。
なお、万一、本申込内容の変更や解約が発生した場合「使用マニュアル（兼使用規約）」に係る所定のキャンセル料をお支払いい
たします。

申込日

　年　　　月　　　日（　　）

会場使用者

使用申込者
㊞

〒

ＴＥＬ①

ロの字　・　別図
 　　～　　 

ホールまたは会議室大部屋使用の
場合は法人印を押捺ください。

メールアドレス

ロの字　・　別図

　　　年　　　　月　　　　日 （　　　）

 　　～　　 

人

 　　～　　 

　　　年　　　　月　　　　日 （　　　）

ロの字　・　別図

 　　～　　 

人

　スクール　　シアター

全体

300インチ天吊スクリーン
　＆9,400ANSI天吊プロジェクターセット

全会場共用

Ｃ　Ｄ

ホールC・ホールD 各1

先着順

50,000円

10,000円

30,000円

　スクール　　シアター
 　　～　　  　　～　　 

人

先着順

ロの字　・　別図

使用日

　　　年　　　　月　　　　日 （　　　）
Ｃ　Ｄ

全体

Ｃ　Ｄ

全体

先着順

先着順

先着順。使用個数・日数により料金が変わります

先着順

全体

Ｃ　Ｄ

先着順

先着順

先着順

 　　～　　 

人

　スクール　　シアター

4Fホール控室3

セミナー・講演会 就職セミナー 合同就職 学会・研究会 株主総会 ＩＲ説明会・決算説明会 試験 社内会議 会議以外の社内利用

展示会 合同展示会 学校イベント 自主イベント 撮影・収録 プレス発表会 ファミリーセール・販売会 ファッションショー

パーティーのみ エンターテイメント その他

有 無

有 無

有 無

4Fホール控室4
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１．キャンセル料について：
　使用申込書ご送付後、お客様のご都合により日時や会場の変更を含むキャンセルを行った場合は、
下記のキャンセル料が発生いたしますので、ご注意願います。

※日程変更や一部解約・変更、利用時間・会場の変更等はホームページにあります使用規約をご確認ください。

２．使用料金の支払い時期について：
　使用料金の支払い時期については、下記の期日までにお支払いをお願いいたします。
※なお、期日までにご入金の確認が取れない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。

３．延長料金について：
　本申込書に記載された時間前後のご利用に関しては、所定の延長料金が発生いたしますので、
あらかじめご了承ください。

４．持込料について：
　設営・施工・飲食などに当たり、当社指定業者以外の業者をご利用の場合は、下記「持込料」を
申し受けます。詳細は、各営業担当にご確認ください。

レンタル施工持込手数料（税抜）

スポットライト持込手数料（税抜）　※スポットライトのみの持込時に適用

飲食持込手数料（税抜） ※パーティー利用時のみ（飲料のみ・弁当の持込は対象外）

５．お支払いについて：
　お客様から当社へのすべてのお支払いは、当社社印のある請求書に記載された「住友不動産ベル
サール株式会社」名義の銀行口座あてお振込みにてお願いいたします。
なお、記載事項に訂正がある請求書、社印のない請求書は無効です。
現金でのお支払いは一切受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

6．ゴミについて：
　原則、ゴミはお客様にてお持ち帰り願います。当社にてゴミを預かる場合は、当社指定業者を
ご紹介いたします。なお、ゴミの回収は有料となります。

７．電気関連工事について：
　会場内のイベント用電源盤使用の際は、当社指定業者による一次幹線工事が必要となります。
工事をご希望のお客様は、各営業担当までお申出ください。工事費については以下をご参照ください。

ベルサール御成門タワー　使用申込書　　2/3

【主な注意事項確認書】（ホール）

解約・変更の「申出文書」到着日 キャンセル料　

使用開始日の2年前から6ヶ月前の前日まで 「使用料金」の30%

使用開始日の6ヶ月前から3ヶ月前の前日まで 「使用料金」の50%

使用開始日の3ヶ月前以降 「使用料金」の100%

払込期日 支払い金額

「使用申込書」提出後「請求書」発行日の翌月末日まで 予約金「使用料金」の50％

使用開始日の3ヶ月前まで 残金「使用料金」の50％（使用料金100％）

【会場利用面積】  【～450 ㎡】  【～1,000 ㎡】  【～1,500 ㎡】  【1,501～ ㎡】

5日以降

外部レンタル品
持込みの場合 50,000円 50,000円 100,000円 100,000円

設営・施工の場合 100,000円 150,000円 250,000円 350,000円

　　　　　利用日数

個数
1日 2日 3日 4日

+10,000円/日
～5灯 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 +5,000円/日

～10灯 25,000円 35,000円 45,000円 55,000円

【1,201 ㎡～】

～15灯 40,000円 55,000円 70,000円 85,000円 +15,000円/日

【会場利用面積】 【～300 ㎡】 【～600 ㎡】 【～900 ㎡】【～1,200 ㎡】

三相 200Ｖ 9,000円（税抜）

持込料 100,000円 200,000円 300,000円 400,000円 500,000円

電圧 料金　【1kwあたり】

単相 100Ｖ 8,000円（税抜）
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住友不動産ベルサール株式会社 （個人情報取扱事業者）

当社は、お取引に伴いお客様の個人情報をいただいております。このページは、お客様の個人情報の保護と　　
お取り扱いにつきまして、個人情報保護法の規定に従いお知らせするものです。

1. 個人情報保護の方針 当社は、個人情報の保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な
取り扱いと保護に努めます。

2. 当社が保有する個人情報 当社は、お客様の個人情報（氏名、住所、生年月日、勤務先、年収、電話番号、
メールアドレス等、お客様を識別することのできるお客様の情報）を保有しております。

3. 個人情報の利用目的 1. イベントホール・貸会議室運営業務、セミナー、講習会等の企画、実施に関する契約
の履行、サービス提供。

2. 展示会、コンサート等の各種イベント及び興行の企画、制作、 運営に関する履行、
情報、サービスの提供。

3. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理等の取引に関する契約の履行、情報、サービスの
提供。

4. 建築工事請負、不動産特定共同事業、ホテル事業、家事サービス業等の事業に関する
契約の履行、情報、サービスの提供。

5. 上記1、2の利用目的の達成に必要な範囲での、個人情報の関係者への提供。

6. 上記1、2の情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メール、または訪問等
による営業活動、アフターサービスおよびマーケティング（アンケートのお願い等）
活動。顧客動向分析または商品開発等の調査分析。

情報、サービスの提供は、ご本人からのお申し出がありましたら、取り止めさせて
いただきます。

4. 関係者等への個人情報の提供 当社が保有する個人情報は、以下の場合に、氏名、住所、電話番号等の所要項目に
ついて、書面、郵便物、電話、電子メール等により関係者等に提供されます。

1. ご本人の同意がある場合。

2. 法令の規定に基づく場合。

3. 人の生命、身体、又は財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を
得ることが困難であるとき。

4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
ご本人の同意を得ることが困難である とき。

5. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行
することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6. お客様がお借入れをご検討される場合の金融機関、所有権移転登記等が必要な場合
の司法書士・土地家屋調査士、お客様が住宅をご購入または建築される場合の
オプション等販売指定会社・施工会社・管理会社・引越業者その他のサービス提供
会社等、その他、利用目的の達成に必要な範囲の関係者への提供。

7. 当社グループに属する会社への提供。

なお、上記6、7の場合にご本人からのお申し出がありましたら、提供は停止いたし
ます。

5. 個人情報に関するお問合せ窓口 住友不動産ベルサール(株)　個人情報担当窓口

〒163-0211　東京都新宿区西新宿2-6-1
TEL：03-3346-1398（受付時間　平日9：00～18：00）
FAX：03-3346-1399

お客様の個人情報の開示、訂正、利用停止等のお申し出につきましても、こちらまで
ご連絡ください。

【個人情報のお取り扱いについて】

ベルサール御成門タワー　 ホール使用申込書　３／３

3/3


