
イベントスペースご利用案内



「なごやらしさと、あたらしさを。」
さまざまな人々が集い、にぎわう
この街の新たな魅力を創出する
ＫＩＴＴＥ名古屋。
中部圏最大級の複合ビルである「ＪＰタワー名古屋」内の

地下1階から3 階に位置する商業施設「ＫＩＴＴＥ名古屋」は、

「なごやらしさと、あたらしさを。」を施設コンセプトに、

新しい時代の「名古屋らしさ」を発信して、訪れた人々にワクワクを届けるとともに、

ゆったりとした心地好い時間が流れ、街や暮らしに貢献する商業施設を目指しています。

名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・
市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。
JR 名古屋駅からＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは
2 階歩行者通路・地下通路で直結しています。

名古屋らしい食文化や慣習、ものづくり文化を伝える個性豊かな36店舗（2020 年
3月時点）が出店し、新しい美味しさや愉しさを名駅エリアに生み出しています。
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所在地 　　愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号
 ＪＰタワー名古屋 B1〜3F
店舗面積 約 4,650㎡（約 1,410 坪）
店舗数 36 店舗（物販 7店舗、食物販 7店舗、飲食 19 店舗、サービス 3 店舗）
 ※ 2020 年 3月時点

駐車場 時間貸し 約 370 台
開業日 2016 年 6月17日（金）
休業日 1月1日
営業時間  フード（全日）11:00〜23:00
 ファッション・グッズ（全日）10:00〜20:00
 コンビニエンスストア（全日）7:00〜23:00
※店舗面積および店舗数は、郵便局、ゆうちょ銀行を含みます。
※営業時間は一部店舗により異なります。

施設概要

多彩な専門店構成で
新しい美味しさや愉しさを発信。

日本有数の
交通結節点・名古屋。
JR 名古屋駅からは
徒歩 1 分のアクセス。

B1

「食のにぎわいフロア」
「ＢＩＭＩ ｙｏｋｏｃｈｏ」を中心に
名駅エリアに新たな食文化を発信

1F

「集いのフロア」
バスターミナルやアトリウム、郵便局
を備え、ヒト・モノ・コトが交差する

2F

「こだわりの名品フロア」
上質なアイテムを扱うショップや
個性豊かな飲食店が充実

3F

「おもてなしグルメフロア」
オンからオフまで特別なシーンを
演出するとっておきグルメが揃う



イベントスペース・メディア紹介

アトリウムを利用したイベントに関連して、天井からバナー広告を吊るす
ことができます。ＫＩＴＴＥ名古屋 2 階・3 階を利用する来館者の視界
にも入りやすく、イベントへの誘致を効果的に行うことができます。

［環境］ 昇降型バトンに設置（天井高約 17m）

［設置基数］ 昇降型バトン4 本
［サイズ］ バトン幅 2m、最大荷重 150kg ／本

※天吊りバナー単独での使用は実施していません。

［利用料金（1カ所）］ 27,500 円（税込） ※最大4カ所設置可能

※バナーの制作はご利用者様にて実施いただきます。安全対策を施した仕様のみとし
ますので、事前に仕様書（素材の分かる設計図）の提出をお願いいたします。

アトリウムは回遊動線の中心となり訪れる人々を迎え入れるとともに、
トップライトや透明感のあるガラスファサードにより自然光をふんだん
に取り入れ、開放感あふれる明るい内部空間を形成しています。アトリウム

アトリウム大型ビジョン

天吊りバナー  ※付帯設備

［ご利用可能日］ 1 月1日及び法定点検日を除く毎日
［環境］ 1F・2F・3F 3 層吹き抜け
［床面積］ 約 140㎡　　［天井高］ 約 17m
［主な設備］ 電源設備、給排水設備
［イベント実施可能時間］ 10:00〜21:00

［申し込み受付期間］ ご利用日の1 年前〜60日前
［利用料金（1日）］ 平日 330,000 円（税込）、土日祝日 440,000 円（税込）

［利用諸経費（1催事あたり）］ 165,000 円（税込）

※イベント開催日前夜及び当日の設営・撤去での利用料金が含まれています。設営・撤
去を含め2日以上にわたる場合は各日利用料金が発生します。 ※利用料金には控室が
含まれています（B1F／約 35㎡）。

アトリウムにある大型ビジョンを広告放映にご利用いただけます。JR 名
古屋駅から2 階歩行者通路を経由する来館者や、名古屋駅バスターミ
ナルの利用者などに、220インチの大画面で効果的に訴求できます。

［ご利用可能日］ 1 月1日及び法定点検日を除く毎日
［ご利用可能時間］ 7:00〜23:00

※放映時間中に15 秒以内のコンテンツを、原則として 30 分に1 回程度放映。最低保
証放映回数は 210 回／週。　※時間の指定はできません。　※アトリウムでのイベント利
用と同時に、占有利用することも可能です。詳細はお問い合わせください。

［申し込み受付期間］ ご利用日の 6カ月前〜60日前
［利用料金（1 週間）］ 基本料金 137,500 円（税込）

［利用諸経費（1コンテンツあたり）］ 33,000 円（税込）
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随時

ご利用月の
1年前～

原則として
ご利用3カ月前

随時

～ご利用1カ月前

～ご利用2週間前

～ご利用1週間前

当日

イベントスペースご利用までの流れ

空き状況の確認や、イベントの企画内容を伺い、利用可否を判断させていただきます。

1 ご利用のご案内及びご確認

イベントの詳細について確認させていただきます。

4 催事内容打ち合わせ

機材搬出入及び設営・撤去は23:30〜6:30となります。

8 イベント実施

利用規約をご確認のうえ、「イベントスペース利用申込書」及び「実施企画書」を
ご提出いただきます。

【提出書類：イベントスペース利用申込書、実施企画書】

2 予約受け付け開始

事前打ち合わせ後の変更事項・関係諸官庁への届出及び承諾状況を含め、最終的なイ
ベントの実施における詳細を確認させていただきます。

【提出書類：施工図、作業実施スケジュール（設営・搬出入・撤去含む）、運営マニュアル（緊急連
絡網含む）、作業届、以上の項目を含む資料一式】

7 最終打ち合わせ

ご利用料金をお支払いいただきます。指定期日までに本施設指定の口座へお支払いください。
※振り込み手数料はご利用者側の負担とさせていただきます。
※ご入金が確認されない場合、ご利用者の都合によるキャンセルと判断いたします。

5 ご利用料のお支払い

利用を承認したときは「申込受付書」及び「請求書」を発行いたします。
「申込受付書」の発行をもって予約成立といたします。 

3 「申込受付書」及び「請求書」の発行

関係法令に定められた諸規定に従い、届出及び許可申請手続きを行ってください。
※一部本施設にて届出を代行するものがあります。

6 関係諸官庁へ届出書提出

ＪＰタワー名古屋の3 階に、各種セミナー、展示会、イベント会場としてご利用いただける多目的ホールと会議室を設置しています。
施設の予約・下見は随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ＪＰタワー名古屋・ＫＩＴＴＥ名古屋の館内外を、撮影スポットとしてご利用いただけます。
映画やテレビ、雑誌などに使用する映像や写真の撮影にぜひご活用ください。

高品位・高機能を追求したホール & カンファレンス

JP タワー名古屋・KITTE名古屋 有料撮影のご案内

ＫＩＴＴＥ名古屋 1 階 アトリウムで開催す
るイベントに連動したセミナーや展示会に
も。大規模な催事で、より効果的なプロ
モーションを行いませんか。

［撮影可能時間］ アトリウム・歩行者通路・ステップガーデン・本施設外構／原則として平日9:00〜18:00
 オフィスロビー／原則として土日祝日9:00〜18:00

［撮影可能日］ 年末年始及び法定点検に伴う全館停電日を除く毎日
［利用料金］ スチール撮影・ムービー撮影の料金がございます。詳細はお問い合わせください。
［申し込み受付期間］ 原則として撮影希望日の 60日前〜14日前

アトリウム 歩行者通路 ステップガーデン オフィスロビー 本施設外構

概 要

撮影可能場所

お問い合わせ | ＪＰタワー名古屋 ホール＆カンファレンス　TEL.052-586-1800

お問い合わせ | ＪＰビルマネジメント株式会社　TEL.052-446-7110
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※日程は目安です。詳しいスケジュールはお問い合わせください。

▶ホール



利用規約（抜粋）

◆ＫＩＴＴＥ名古屋 イベントスペース・メディアのご利用にあたって
1 . 利用基準
ア．「ＫＩＴＴＥ名古屋」の施設コンセプト「なごやらしさと、あたらしさを。」に沿って、名古屋らしい“ 食文化 ”や “ 慣

習 ”、“ものづくり文化 ”の発信を通じて名古屋の魅力を伝えるとともに、新たな “ 美味しさ”や “ 愉しさ”を名駅
エリアに生み出し、地域の活性化と賑わいづくりに寄与すること

イ．イベントの開催によって賑わいを創出し、ＪＰタワー名古屋及び名駅エリアの活性化に繋がること
ウ．イベントの開催によってＫＩＴＴＥ名古屋及び名駅エリアのブランド価値の向上に繋がること

2. 利用制限
下記項目に該当する内容、行為及びこれらを行う団体は本施設の利用をお断りさせていただきます。
ア．法律や本利用規約、及び公序良俗に反するもの
イ．政治・宗教活動（ただし、イベントの内容を総合的に検討して公共性の高い内容であると判断できるものは一部認める場合もあります）

ウ．反社会的勢力に関係するもの
エ．商業テナントの営業に影響を及ぼす可能性があるもの
オ．その他、本施設の運営趣旨から判断して、不適切なもの

3. 利用者の責務
ア．常に善良なる管理者の注意をもって本施設をご利用ください。
イ．本施設の利用規約、関係法令に定める事項その他施設利用に関する当施設との協議事項を遵守するとともに、

作業員等関係者・来場者等に対しても遵守させてください。
ウ．本施設と連絡・調整を図りながら、利用施設とその周辺に対する秩序維持、来場者の整理・誘導、作業員等関

係者の管理・監督、盗難・事故防止等を行ってください。
エ．本施設が警備及び誘導体制について協議が必要と判断した場合には、ご利用者は事前に本施設と協議の

上、指示に従ってください。この場合、警備、来場者の整理・誘導等はご利用者の責任と負担において行っ
てください。

オ．不測の災害や事故などに備え、本施設のご利用前に非常口、避難誘導方法、消火器の位置等を確認するととも
に、作業員等関係者に対して周知徹底してください。

カ．施設ご利用に当たって、建物・設備などの破損や人身事故などのトラブルに備えるための保険へのご加入をお願
いいたします。

キ．ご利用終了後はご利用者の負担で施設の原状回復を行ってください。またご利用の停止となった場合にも、直
ちに原状回復を行ってください。なお、ご利用者が原状回復を行わない場合は、本施設が代わりに原状回復（撤
去、処分等含む）を行い、要した実費を請求させていただきます。

4. アトリウム大型ビジョンについての補足事項
ア．コンテンツによっては別途料金が発生する場合があります
イ．ご利用期間中に、イベントスペース（本ビジョン前）において、イベントが開催される場合がございます。その際、

イベントスペース利用者による本ビジョンの占有利用により、一定時間放映いただけない場合がございますが、
最低保証放映回数を下回ることはございませんのであらかじめご了承ください。また、イベントの開催日等、音
声データを放映いただけない場合がございます。

◆ その他の規約内容および詳細はＫＩＴＴＥ名古屋ホームページに掲載されている「ＫＩＴＴＥ名古屋イベントスペー
ス利用規約」「ＫＩＴＴＥ名古屋大型ビジョン利用規約」をご確認ください。規約に明記されていないことについ
ては、その都度、ＪＰビルマネジメント株式会社にご確認ください。

◆ 規約は 2018年に制定したもので、今後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

J Pビルマネジメント株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番 1号
JPタワー名古屋

TEL.052-446-7110
受付時間 10:00〜17:00（平日）

JPタワー名古屋
K I T T E 名古屋


