
株式会社 東京ビッグサイト

2019.10　一部改訂
2020.03　一部改訂
2021.12　一部改訂
2022.02　一部改訂
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有
無

座席数（　　　席） ／  入場料【有 ・ 無】 ※催事とは別に料金を設定する場合は「有」と記入

無
有
無
有
無

１・２・３・４・５・６・７・８・リンクスペース

職 ・ 氏名 携帯
 TEL

職 ・ 氏名 携帯
緊急連絡先 TEL

　　　　　：　　　　　　～　　　　　　：　　　　　　（最終日のみ　　：　　まで　）

　　　　　年　　　月　　　日　～ 　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　日間 ）

来場者　　　　　　　　　名　　　　車での来場台数　　　　　　　　　台

国内　　　　小間
海外　　　　小間

一般 ・ 商談 ・ 商談 ／ 一般 ・ 関係者のみ　　　　　有料（　　　　　円） ・ 無料

設置場所（　　　　　　）／医師（　　　）名　・　看護師（　　　）名予定

場所 ：　　　　　　　　　時間：

搬　入：　　　　　年　　　月　　　日 ／　　　：　　　　～

プログラム内容【 セミナー・トークショー・コンサート・その他（　　　　　　）】

搬　出：　　　　　年　　　月　　　日 ／　　　：　　　　～

出展社数 国内　　　　社
海外　　　　社 ／出展小間数

　　　　年　　月　　日　　時　～ 　　　　　年　　月　　日　　時　（　　　日間 ）

東 展 示 棟
西 展 示 棟

そ   の   他

　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　：

例）西１主催者事務室（2）

レセプションホール  ・ 国際会議場  ・ 会議室（　　　　　　　　）

１・２・３・４・ アトリウム ・ 屋上展示場
南 展 示 棟 １・２・３・４

有

現 場 責 任 者
（上欄と異なる場合）

契 約 期 間

入 室 希 望 日 時

開 催 期 間

開 催 時 間

入場区分・入場料

展 示 会 概 要

来 場 者 予 想 人 数

開会式等行事予定
（VIP来場等）

救護室運用の有無

搬 入 ・ 搬 出 日 時

ホール内における
パーティー会場の有無

展 示 会 規 模

使 用 展 示 場

事 務 局  担 当 者

主催者本部事務局

ホール内における
ステージ・客席の有無

予定人数（　　　名）  ／  入場料【有 ・ 無】※催事とは別に料金を設定する場合は「有」と記入

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

1様式-

受 付 欄配 布

※裏面も必ずご記入ください。

展示会概要

株式会社  東京ビッグサイト　宛
（営業部　営業第＿＿＿課　行）

営業統轄課経 過 欄

社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

　　　年　　月　　日 提出

印
申
込
者

：　　　　～　　　　：



注） 安全のため、施工時は保護具（ヘルメット、安全帯等）を必ず着用してください

展示会概要

、当社と協議必要

・問合せは

携 帯 電 話

携帯電話

臨時喫煙場所設置申請書



高所サイン使用・製作依頼

メディアタワー・誘導看板

＜　 高所サインのみ＞ ＜　　  共通＞

¥110,000 （¥100,000）

¥71,500 （¥65,000）

¥55,000 （¥50,000）

¥11,000 （¥10,000）

¥49,500 （¥45,000）

¥49,500 （¥45,000）

¥37,400 （¥34,000）

¥16,500 （¥15,000）

¥44,000 （¥40,000）

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

2様式-高所サイン・誘導看板申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

東 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8　西 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4　南 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

4台のみです。
※場外誘導看板は天候により設置できない場合があります。

CD-R、メール

使用ホール





提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

3様式-吊り物工事作業届

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

7 リンクスペース
南2ホール

8
南1ホール 南4ホールアトリウム 南3ホール





42,900円/h
（39,000円）

23,100円/h
（21,000円）

34,100円/h
（31,000円）

40,700円/h
（37,000円）

11,000円/h
（10,000円）

24,750円/h
（22,500円）

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

空調設備運転申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

７

８

南1〜4 ホール

4-1様式-①

7 8





42,900円/h
（39,000円）

23,100円/h
（21,000円）

34,100円/h
（31,000円）

40,700円/h
（37,000円）

11,000円/h
（10,000円）

24,750円/h
（22,500円）

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

空調設備運転申込書

南1〜4 ホール

4-2様式-②

西１ホール

西２ホール

西３ホール

西４ホール

南１ホール

南２ホール

南３ホール

南４ホール

7 8

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄





施工時は保護具（ヘルメット、安全帯等）を着用して安全に作業を行います。

資格番号： 講習番号：

資格番号： 講習番号：

34.59

77.00

株式会社  東京ビッグサイト　宛

　　　年　　月　　日

5-1様式-電気工事設置届出書

東 1・2・3・4・5・6・7・8・リンクスペース

西 1・2・3・4　アトリウム　屋上　レセプションホール

南 1・2・3・4　　　　　　　　　　　 その他

① ※①②は併せてご提出をお願いいたします。





7

8

リンクスペース

5-2様式-電気工事設置届出書②

南１ホール

ア ト リ ウ ム

南２ ホール

南３ホール

南４ホール

※①②は併せてご提出をお願いいたします。





提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

6様式-既設電気設備（コンセント等）使用申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄経 過 欄

３ .





1,100

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

7様式-アンカーボルト作業届

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

7 8

平らになるよう、サンダー等で切断してください。

芯

８
９

およびリンクスペースへの打設は禁止いたします。

南2ホール南1ホール 南4ホール南3ホール





提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

8様式-重量物持込み申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

7 8 リンクスペース
南2ホール南1ホール 南4ホール南3ホール





提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

9様式-設置届（給排水・エアー・ガス等）

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄

7 リンクスペース8
南2ホール南1ホール 南4ホール南3ホール





車種・色・ナンバー

東ターミナル

中
央
タ
ー
ミ
ナ
ル

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

10様式-ターミナル利用申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄処 理 安全管理課 営業部

1

4.  中央ターミナル利用のバスについては、西4ゲートからの入構となります。入構時は警備員の指示に従ってください。

西4ゲート





※裏面のご案内もご覧下さい。

サービスカード（共通駐車券）

パスカード（期間指定の定期券）　※お申込後の返却はできません（駐車台数を確保します）。

カード引き渡し希望日 年　　　　月　　　　日

カードご利用日（会期） 年　　　　月　　　　日　　～　　　　月　　　　日

申込枚数 サービス内容券の種類

１時間券

一日券

枚

枚

400円×

1,500円×

駐車料金1時間分（500円相当）無料
会議棟地下駐車場、東棟地下駐車場、
南棟立体駐車場、東棟屋外臨時駐車場

入庫1回限り有効

駐車料金一日分無料
会議棟地下駐車場、東棟地下駐車場、
南棟立体駐車場、東棟屋外臨時駐車場

入庫1回限り有効
*一日分とは入庫当日の終業時間までです。

注） サービスカードは、出庫の際、駐車券の後に現金の代わりに入れてください。
 差額がある場合でも差額（おつり）は戻りません。

注） 東棟屋外臨時駐車場にパスカードの設定はありません。

会議棟地下駐車場 東棟地下駐車場利用日
１枚：2,500円／ 1日当たり料　金 １枚：2,500円／ 1日当たり

南棟立体駐車場
１枚：2,500円／ 1日当たり

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

11様式-サービスカード・パスカード申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

受 付 欄配 布 経 過 欄



サービスカード・パスカードについて
＜＜　2019年5月16日現在　＞＞

● 【サービスカード（共通駐車券）】
1． 種別

「1時間券」と「一日券」の2種類があります。

2． 料金 と 内容
会議棟地下駐車場・東棟地下駐車場・南棟立体駐車場・東棟屋外臨時駐車場でご利用いただけます。

販売額 サービス内容 有効範囲券の種類

400円 駐車料金 1時間分〔500円相当〕 上記駐車場（入庫１回限り）１時間券

一日券 1,500円 駐車料金 1日分* 上記駐車場（入庫１回限り）

*「駐車料金１日分」は営業時間内の駐車（当日の終業時間まで）となります。

4． 注意事項
磁気データのため、折り曲げたり、濡らしたり、磁気のあるものに近づけないでください。

● 【パスカード（期間指定の定期券）】

2． 料金 と 内容
会議棟地下・東棟地下駐車場・南棟立体駐車場　1枚2,500円／1日当たり

お申し込みいただいた期間中の営業時間内は、お申し込みいただいた駐車場への出入りが自由です。
但し、駐車場所（位置）を具体的に定めるものではありません。

4． 注意事項
磁気データのため、折り曲げたり、濡らしたり、磁気のあるものに近づけないでください。
※駐車場入り口の満車空車表示盤が「満車」の場合も入庫できます。
　入口で警備員に止められた場合はパスカードを提示してください。

3． 使用方法
入庫の際は駐車券をお取りください。出庫の際は駐車券を精算機に入れた後で、現金の代わりと
してサービスカードを入れてください。

1． 種別
1日単位で承ります。ご利用希望の駐車場をあらかじめご指定いただきます。
会議棟地下駐車場パスカード・東棟地下駐車場パスカード・南棟立体駐車場パスカードの3種
類があります。 （※東棟屋外臨時駐車場にはパスカードはありません。）
なお、各駐車場の発行台数には限りがありますので、ご希望枚数にお応えできない場合があり
ます。

3． 使用方法
入庫の際は駐車券を取らずに、パスカードを精算機に入れてください。（パスカードは戻ってきます。）
出庫の際は、入庫時のパスカードを精算機に入れてください。（パスカードは戻ってきます。）



提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

12様式-共用部分利用申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

営業部（利用承認） 施設安全部（安全確認）
営業一 ・ 二課 安全管理課安全管理課長 施設課長課長利用可否

可 ・ 否

共用部分の利用等については、別冊「共用部分利用規程」の通りとします。

南展示棟 2階ロビー
西展示棟 4階ロビー

南展示棟 4階ロビー





提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

13様式-待機場利用申込書

株式会社  東京ビッグサイト　宛
社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

年　　月　　日 提出

印

受付承認欄配 布
※東京ビッグサイト記入欄

経 過 欄

1. 各待機場の名称、所在地、規模、料金については、裏面の別表をご確認ください。
2. ご利用は1日単位（0時～24時）です。
3. 最小申込単位は、1ブロックからです（台数単位の貸出は不可）。
4. 待機場の利用目的によっては、利用を承認しない場合がございます。
5. ご利用に際しては、車両誘導を行う警備員をゲートに必ず配置してください。
6. 待機場内及び入出路において車両や車載物などの物品に損害が発生した場合、当社は一切賠償の責任を負いません。
7. 利用当日、以下の状況が発生した場合は、別途経費を請求いたします。
（1）会場周辺路上に車両の滞留が認められる際に、施設側の判断により、別の待機場を緊急開放する場合
（2）待機場内及び入出路において事故が発生、または発生する恐れがある際に、施設側の判断により、車両の移動など必要な措置を講じた場合
（3）待機場内及び入出路において事故による施設の破損が発生し、修理の必要がある場合

「東京ビッグサイト待機場管理規程」を了承の上、
待機場利用を申し込みます。

3

4

4

3

4 5 6

1 2 3

12

病院
有明東

東7･8

ｱ
ﾝﾃ
ﾅ
ｻ
ｲﾄ

有明東

7

8

東雲1

1

2

鉄鋼南

E

D
2D

1

C
2C

1

A
2A
1

B
1

B
2

東雲2

東雲3

TFTビル

防災公園

有明セント
ラルタワー

パークビル



名称 区 画 所在地

規 模

利用料金
(円／日)

地面
仕上げ 備 考面積

(㎡)

駐車
台数
(台)

東
棟
屋
外
待
機
場

A

全面

東京都江東区
有明三丁目

14,900 530 671,000

アスファルト
舗装

A1 7,150 250 323,000

A2 7,150 280 348,000

B

全面 13,800 490 621,000

B1 9,000 320 405,000

B2 4,800 170 216,000

C

全面 13,400 480 604,000

C1 6,700 240 302,000

C2 6,700 240 302,000

D

全面 12,150 430 548,000

D1 4,500 160 203,000

D2 7,650 270 345,000

E 2,800 90 126,000

ア
ン
テ
ナ
サ
イ
ト

全面
東京都江東区
有明三丁目
３７番６号

4,400 60 167,000
アスファルト

舗装
北側 1,790 40 67,000

臨
時
待
機
場

有
明
東
臨
時

全面
東京都江東区
有明三丁目
３７番６号

8,902 330 388,000
アスファルト

舗装
半面 4,451 165 194,000

東
雲
臨
時

全面

東京都江東区
東雲二丁目
１９番７号

17,150 550 506,000

アスファルト
舗装

東雲１ 7,300 240 216,000

東雲２ 7,150 220 210,000

東雲３ 2,700 90 80,000

鉄鋼南臨時
東京都江東区
有明三丁目

１６番
3,520 110 189,000 アスファルト

舗装

西
屋
上
展
示
場

西Ｃ
東京都江東区
有明三丁目
１１番１号

2,600 60 80,000
硬質ウレタン

塗布防水

自重と積載
荷重計10t
以下の車両

西Ｄ
東京都江東区
有明三丁目
１１番１号

3,300 60 80,000

別表（第３条、第７条関係）

備考１  待機場の各区画は、管理者が認める場合、部分的に利用することができる。
　　２  部分的に利用する場合の利用料金は、各区画の利用料金を当該区画の面積で除した１㎡あたり単価に利用す

る面積を乗じた金額（１０円未満切上げ）とする。

東京ビッグサイト待機場管理規程

制定
改正

平成２２年　１月　１日 
令和　３年　７月２８日
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第１章　総則

（趣旨）
第１条　この規程は、株式会社東京ビッグサイト（以下「会社」という。）が設置する待機場について、適正な管理

及び円滑な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　待機場とは、催事の開催準備期間、開催期間及び撤去期間において、荷降ろし又は積込みを行う搬出入車両

及び催事に必要な車両が利用又は駐車するための専用駐車場をいう。
２　待機場の入出路とは、公道と待機場又は待機場間を連絡する道路で、車両が通行できる私道をいう。
（名称、所在地等）
第３条　待機場の名称、所在地及び規模は、別表に定めるとおりとする。

第２章　利用

（利用時間）
第４条　待機場の利用時間は、午前０時から午後１２時までとする。
（利用手続等）
第５条　待機場を利用しようとする者は、待機場の管理者である会社（以下「管理者」という。）に、会社の定める

ところにより利用の申込を行い、管理者の承認を受けなければない。
２　待機場を利用しようとする者は、前項の申込みにあたって、待機場内及び待機場入出路で車両誘導等を行う警備

員の配置ポスト図を提出しなければならない。
（申込期限）
第６条　前条第１項に定める申込期限は、利用開始の１か月前までとする。ただし、管理者が認める場合は、この限

りでない。
（利用料金）
第７条　第５条第１項の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、管理者に待機場の利用料金を支払わなけれ

ばならない。ただし、管理者が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
２　利用料金は、別表に定めるとおりとする。
（利用の不承認及び制限）
第８条　管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、待機場及び入出路の利用を承認しないものとする。

（１）　公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
（２）　施設若しくは付属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
（３）　暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であり、又はそれらの組織の利益になると認められる

とき。
（４）　その他管理運営上支障があると認められるとき。
２　管理者は、待機場と入出路の利用を承認した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときは、車両ごとに駐車

を断り、又は車両を退去させることができる。
（１）　待機場の施設及び取付け物を損傷し、又は汚すおそれがあるとき。
（２）　引火物、爆発物その他の危険物を積載し、又は取り付けているとき。
（３）　著しい騒音又は臭気を発するとき。
（４）　非衛生的な物を積載若しくは取り付け、又はこれらから液汁をこぼすおそれがあるとき。
（５）　その他管理運営上支障があると認められるとき。
（目的外利用、利用権の譲渡等の禁止）
第９条　待機場の利用承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、待機場として利用する目的以外に待機場を利

用してはならない。
２　利用者は、待機場を利用する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
（利用の休止等）
第１０条　管理者は、次の各号に該当するときは、待機場の全部又は一部について、利用の休止、入出路の通行止め

及び車両の退避を行うことができる。
（１）　自然災害、火災、浸水、施設及び器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがある

と認められるとき。
（２）　保安上、利用の継続が適当でないと認められるとき。
（３）　工事、清掃、消毒等の整備が必要であると認められるとき。
（４）　その他管理運営上支障があると認められるとき。
（利用の解除）
第１１条　利用者がこの規程の各条項に違反したときは、管理者は待機場及び入出路の利用を解除することができる。

第３章　利用上の留意事項

（利用者の善管注意義務）
第１２条　利用者は、待機場の利用について、この規程に従うとともに善良な管理者の注意義務を負う。
（利用者の遵守事項）
第１３条　利用者は、待機場を利用するにあたり、待機場及び入出路において、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。
（１）　一般道に面したゲート及び出入口に警備員、その他必要箇所に誘導員（できる限り警備員を充てること。）を

配備し、円滑な車両誘導と安全管理に努めること。
（２）　所定の位置以外で喫煙したり、火気を使用したりしないこと。
（３）　ごみ汚物を捨て、利用終了時に車両及び残置物を放置しないこと。
（４）　待機場に付随又は隣接する管理諸室、倉庫等の中に立ち入らないこと。
（５）　車両内外に貴重品、物品等を放置しないこと。
（６）　待機場及び入出路において宿泊しないこと。
（７）　待機場及び入出路及びその器物、他の車両及びその取付け物等に損傷を与えたときは、直ちに管理者に届け出

ること。
（８）　駐車中はエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクを施錠して盗難防止に努める

こと。
（９）　その他利用者以外の業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
（事故に対する措置）
第１４条　管理者は、待機場及び入出路において事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、利用者に対して

車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
２　管理者は、前項の措置に要した経費を利用者に請求することができる。
３　利用者は、待機場と入出路において事故が発生した場合、直ちに防災センター及び管理者に通知し、あわせて必

要な初動対応を行わなければならない。
（想定外の搬入出車両滞留による路上混雑に対する措置）
第１５条　管理者は、利用当日の搬入出車両数が想定より多く、会場周辺の路上に車両の滞留が認められる場合は、

利用者に対して、別の待機場を開放し、搬入出車両の引き込みをするように対策を講じさせることができる。
２　管理者は、前項の措置に要した経費を利用者に請求することができる。
３　会場周辺において、搬入出車両が滞留しているか否かの判断基準は、次のとおりとする。

（１）　東京ビッグサイトの各車両入出路から東京ビッグサイト交差点まで車両待機列が延伸した場合
（２）　その他周辺の施設や企業への影響が懸念される場合

第４章　損害賠償

（管理者の責任）
第１６条　管理者は、利用者への待機場の提供にあたり、善良な管理者の注意義務を怠ったと認められる場合を除い

ては、待機場若しくは入出路での事故又は車両の滅失若しくは毀損について、一切賠償の責めを負わない。
２　管理者は、待機場内に駐車する車両の積載物及び取付物並びに車内に留置された物品に関する損害について、一

切賠償の責めを負わない。
（免責事由）
第１７条　管理者は、次に掲げる事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過

失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
（１）　自然災害その他不可抗力による事故
（２）　当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
（３）　管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他待機場内における事故
（４）　第８条に定める利用制限の措置
（５）　第１０条に定める利用の休止等の措置
（損害賠償）
第１８条　管理者は、利用者の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、利用者に対して、損害の賠償を請求

するものとする。

第５章　雑則

（担当者の選任）
第１９条　管理者は、担当者を選任して、次に掲げる業務を行うものとする。

（１）　待機場の利用承認及び利用料金の徴収に関する業務
（２）　待機場及び入出路の運営並びに施設の維持管理に関する業務
（３）　待機場の利用場所及び利用期間の調整に関する業務
（４）　前３号に掲げるもののほか、待機場の運営に必要な業務
（その他）
第２０条　申込から利用承認、利用方法及び利用料金の支払に関する詳細については、待機場利用に関する案内に定

めるところによる。



東展示棟1F

東3ホール

東8ホール

東7ホール

リンクスペース

東2ホール 東1ホール

東6ホール 東5ホール 東4ホール

設置希望の臨時喫煙場所にチェックを入れてください。

設置希望臨時喫煙場所
利用期間

会 期

年　　月　　日   ～　　    年　　月　　日

年　　月　　日   ～　　    年　　月　　日

施設安全部（利用承認）
安全管理課長 安全管理課

営業部（確認）
課長 営業第一・二課

・当社が承認した場合のみ、臨時喫煙場所の設置を認めます。
・臨時喫煙場所には、当社指定の「喫煙所」標識及び吸い殻容器を設置してください。なお、「喫煙所」標識及び吸

い殻容器は、臨時喫煙場所使用開始前に東警備センターにてレンタル（無料）し、臨時喫煙場所に必ず設置して
ください。会期終了後は、「喫煙所」標識及び吸い殻を処理した空の容器を東警備センターに返却してください。

・臨時喫煙場所以外での喫煙、吸い殻のポイ捨てを防止するため、定期的に巡回を行い、喫煙管理の徹底を図っ
てください。

・東京ビッグサイト防災ガイドライン（裏面）を遵守してください。

注意事項

14-1様式-臨時喫煙場所設置申請書

株式会社  東京ビッグサイト　宛

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印



裏 面

東京ビッグサイト　防災ガイドライン

平成 8 年 4 月 1 日施行（防災要綱制定）
平成 11 年 8 月 1 日改正（防災ガイドラインに名称変更）
平成 14 年 3 月 1 日改正
平成 15 年 4 月 1 日改正（社名変更）
平成 16 年 11 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 17 年 1 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 23 年 4 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 28 年 4 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 30 年 8 月 6 日改正（内容の一部変更） 
令和 元 年 6 月 20 日改正（内容の一部変更）
令和 ２ 年 2 月 3 日改正（内容の一部変更）

第9章　禁止行為と解除承認要件

4.  喫煙について 
（１）展示場内の喫煙禁止

展示場内は、東京都火災予防条例の定めにより全て禁煙です。
展示場内における禁止行為のうち喫煙については、解除承認は受けられません。ただし、東京消防庁が認
める一部の加熱式たばこの試喫については、所定の安全対策を講じることを条件に解除承認される場合
がありますので、当社へご相談ください。
また、当施設は、多数の人が利用する施設であり、利用者の受動喫煙を防止するため、健康増進法の定め
により所定の喫煙所以外は全て禁煙となっています。

（２）展示場外（敷地内）の喫煙禁止
展示場の敷地内も全て禁煙です。ただし、次に掲げる事項を遵守する場合、当社に申請し、トラックヤード
等に臨時喫煙場所を設置することができます。
ア. 臨時喫煙場所の周囲 1.8ｍ以内に可燃物を設置しないこと。ただし、当該場所を不燃材料又は準不燃

材料の間仕切り・衝立等で床面から防火上有効に遮断した場合は、この限りではない。
イ. 臨時喫煙場所である旨の標識を設置するとともに、利用者に周知すること。
ウ. 灰皿、吸い殻容器（吸い殻用バケツ等）を設置すること。 
エ . 臨時喫煙場所の周囲を区画する場合は、準不燃材料又は不燃材料を用いること。 
オ. 受動喫煙の防止に努めること。

（３）喫煙の管理
主催者は、上記の事項を遵守するとともに、とくに次に掲げる事項を徹底すること。
ア. 展示品の搬入・搬出や小間の設営等の作業、歩行中の喫煙は、厳禁とする。

喫煙は、必ず所定の喫煙所で行うこと。
イ. 主催者は、出展者、業務の従事者等全ての関係者に敷地内・展示場内の禁煙について、十分に説明す

るとともに、喫煙所の案内を設けたり、館内放送を活用して禁煙の徹底と喫煙所を周知するなど実効
性のある喫煙の管理を行う。

ウ. 常設・臨時の喫煙所以外での喫煙、吸い殻のポイ捨てを防止するため、施設内を定期的に巡回し、喫
煙の管理を徹底する。

臨時喫煙場所設置申請書



西1ホール西2ホール

西4ホール

西3ホール

南３ホール

南
４

ホ
ー

ル

粉

E

FD

南１ホール南２ホール

西展示棟1F 西展示棟4F

南展示棟1F 南展示棟4F

設置希望の臨時喫煙場所にチェックを入れてください。

※南3、4ホール共用

設置希望臨時喫煙場所
利用期間

会 期

年　　月　　日   ～　　    年　　月　　日

年　　月　　日   ～　　    年　　月　　日

施設安全部（利用承認）
安全管理課長 安全管理課

営業部（確認）
課長 営業第一・二課

・当社が承認した場合のみ、臨時喫煙場所の設置を認めます。
・臨時喫煙場所には、当社指定の「喫煙所」標識及び吸い殻容器を設置してください。なお、「喫煙所」標識及び吸

い殻容器は、臨時喫煙場所使用開始前に西警備センターにてレンタル（無料）し、臨時喫煙場所に必ず設置して
ください。会期終了後は、「喫煙所」標識及び吸い殻を処理した空の容器を西警備センターに返却してください。

・臨時喫煙場所以外での喫煙、吸い殻のポイ捨てを防止するため、定期的に巡回を行い、喫煙管理の徹底を図っ
てください。

・東京ビッグサイト防災ガイドライン（裏面）を遵守してください。

注意事項

臨時喫煙場所設置申請書

株式会社  東京ビッグサイト　宛

提出期限　搬入開始日の1ヵ月前までにご提出願います。

社名・団体名

担 当 者 名

催 物 名

申
込
者

　　　年　　月　　日 提出

印

14-2様式-



裏 面

東京ビッグサイト　防災ガイドライン

平成 8 年 4 月 1 日施行（防災要綱制定）
平成 11 年 8 月 1 日改正（防災ガイドラインに名称変更）
平成 14 年 3 月 1 日改正
平成 15 年 4 月 1 日改正（社名変更）
平成 16 年 11 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 17 年 1 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 23 年 4 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 28 年 4 月 1 日改正（内容の一部変更）
平成 30 年 8 月 6 日改正（内容の一部変更） 
令和 元 年 6 月 20 日改正（内容の一部変更）
令和 ２ 年 2 月 3 日改正（内容の一部変更）

第9章　禁止行為と解除承認要件

4.  喫煙について 
（１）展示場内の喫煙禁止

展示場内は、東京都火災予防条例の定めにより全て禁煙です。
展示場内における禁止行為のうち喫煙については、解除承認は受けられません。ただし、東京消防庁が認
める一部の加熱式たばこの試喫については、所定の安全対策を講じることを条件に解除承認される場合
がありますので、当社へご相談ください。
また、当施設は、多数の人が利用する施設であり、利用者の受動喫煙を防止するため、健康増進法の定め
により所定の喫煙所以外は全て禁煙となっています。

（２）展示場外（敷地内）の喫煙禁止
展示場の敷地内も全て禁煙です。ただし、次に掲げる事項を遵守する場合、当社に申請し、トラックヤード
等に臨時喫煙場所を設置することができます。
ア. 臨時喫煙場所の周囲 1.8ｍ以内に可燃物を設置しないこと。ただし、当該場所を不燃材料又は準不燃

材料の間仕切り・衝立等で床面から防火上有効に遮断した場合は、この限りではない。
イ. 臨時喫煙場所である旨の標識を設置するとともに、利用者に周知すること。
ウ. 灰皿、吸い殻容器（吸い殻用バケツ等）を設置すること。 
エ . 臨時喫煙場所の周囲を区画する場合は、準不燃材料又は不燃材料を用いること。 
オ. 受動喫煙の防止に努めること。

（３）喫煙の管理
主催者は、上記の事項を遵守するとともに、とくに次に掲げる事項を徹底すること。
ア. 展示品の搬入・搬出や小間の設営等の作業、歩行中の喫煙は、厳禁とする。

喫煙は、必ず所定の喫煙所で行うこと。
イ. 主催者は、出展者、業務の従事者等全ての関係者に敷地内・展示場内の禁煙について、十分に説明す

るとともに、喫煙所の案内を設けたり、館内放送を活用して禁煙の徹底と喫煙所を周知するなど実効
性のある喫煙の管理を行う。

ウ. 常設・臨時の喫煙所以外での喫煙、吸い殻のポイ捨てを防止するため、施設内を定期的に巡回し、喫
煙の管理を徹底する。

臨時喫煙場所設置申請書



展示会終了後速やかにご提出願います。
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