
2021/06/30渋 谷

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

SHIBUYA109 店頭イベントスペース

媒体名称 SHIBUYA109 店頭イベントスペース

媒体所在地 渋谷区道玄坂2-29-1 渋谷109 1Ｆ（MAP）

スペース使用料
（税別）

平日 ¥600,000-／日 ※ハイシーズン料金 ¥850,000-／日

土日祝 ¥950,000-／日 ※ハイシーズン料金 ¥1,200,000-／日

利用可能時間
10:00～20:00
※設営6:00～9:45／撤去21:00～23:00／

前日設営21:00～翌9:45※直前のイベント状況により調整の可能性あり。

利用可能面積 約44㎡（施工可能範囲 床面3.6m×3.6m）

申し込み 決定優先

備考

・春休み、GW、夏休み、ハロウィン、クリスマス、年末年始はハイシーズン料金となります。
・ハイシーズンは平日パック適用外となります。
・前日深夜施工時は管理費を別途申し受けます。
・電気利用料を別途申し受けます。
・深夜施工および2日間以上にわたるイベントの場合、指定警備会社による警備が必要となります。
・タレント、アーティストの出演含め、事前告知は不可となります。（ただし、許可した場合に限り事前告知可）
・タバコ、アルコール、ギャンブル、物販、契約、政治宗教などは不可となります。
・パネル等を設置の際は営業時間中（10:00～21:00）はスタッフ1名が常駐してください。

営業時間外は指定警備会社による警備が必要となります。
・別紙の利用規定を必ずご一読ください。

電気 〇 ※15A×6口＝9KVA

給排水設備 〇 ※別場所からの汲み置き

耐荷重 2t

高さ制限 3.3m

物販 ×

飲食 〇 ※アルコール ×

車体 〇 ※乗用車2tくらいまで

ネット回線 〇 ※短期契約要

会員獲得 ×

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/VgSdUeKvDyqUBE3u7
https://ooh-cmedia.com/contact/SHIBUYA109店頭イベントスペース
https://ooh-cmedia.com/contact/SHIBUYA109店頭イベントスペース


2021/06/30渋 谷 SHIBUYA109 店頭イベントスペース

■平面図

注意事項

・スペースには傾斜があります。

・バックパネル（または造作物）の設置をお願いします。

・会場裏側からもお客様の動線がある為、裏側からも化粧をお願いします。

・ネット回線はプロバイダの契約が必要です。開線手続きをNTTへご連絡ください。

・食品は包装している状態のものはそのまま配布できます（アルコールは除く）。

・調理行為が必要なもの（パッケージを開封する作業も含む）は、保健所認可のキッチンカーを利用してください（要審査）。

・物販、契約加入行為はできません。

・オープンスペースのため、出演者による混乱で通行人、観客に危害が及ぶ恐れがある場合は利用いただけません。

・土日祝など、一般の来街者が多い時期はタレント利用のステージは基本ご遠慮いただきます。

・イベント保険のご加入をお願いします。

■参考写真



2021/06/30渋 谷

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

MAGNET by SHIBUYA109 MAG‘s PARK 屋上イベントスペース

媒体名称 MAGNET by SHIBUYA109 MAG’s PARK 屋上イベントスペース

媒体所在地 東京都渋谷区神南1-23-10（MAP）

スペース使用料
（税別） 平日 ¥380,000-／日 土日祝 ¥380,000-／日

利用可能時間 6：00～23：00（本番 11:00～22:00 ※企画内容により応相談）

利用可能面積 約280.63㎡（ステージ・通路含む）

申し込み 決定優先

備考

・利用時間外の施工時は時間外利用料を別途申し受けます。
また深夜1：00を超えて作業を行う場合は別途費用が発生します。

・電気利用料を別途申し受けます。
・ステージ利用、DJ機材、テントの利用は使用料金を別途申し受けます。
・サンプリング可能です。
・雨天用設備が無い為、雨天、荒天時の実施についてはご注意ください。
・実施の際の物品管理につきましては主催者責任にてお願いします。
・雨天、荒天時の破損責任につきましては負いかねます。
・別紙の利用規定を必ずご一読ください。

電気 〇

給排水設備 × ※控室に給排水設備あり

耐荷重 要確認

高さ制限 要確認

物販 〇
ロイヤリティ（要相談）

飲食 要確認

車体 ×

ネット回線 要確認

会員獲得 要確認

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/uSJyaPaL3n2dBgGy7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109MAG'ｓPARK屋上イベントスペース
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109MAG'ｓPARK屋上イベントスペース


2021/06/30渋 谷

■参考写真

MAGNET by SHIBUYA109 MAG‘s PARK 屋上イベントスペース

■平面図

サイズ︓幅4,550㎜×奥⾏3,600㎜×⾼さ450㎜
※ステージ上からトラス上部までの⾼さはステージ前⽅で約3,434㎜、後⽅で2,800㎜



2021/06/30渋 谷

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

MAGNET by SHIBUYA109 CROSSING VIEW 屋上展望台スペース

媒体名称 MAGNET by SHIBUYA109 CROSSING VIEW 屋上展望台スペース

媒体所在地 東京都渋谷区神南1-23-10（MAP）

スペース使用料
（税別） 平日 ¥600,000-／日 土日祝 ¥950,000-／日

利用可能時間 6：00～23：00（本番 11:00～22:00 ※企画内容により応相談）

利用可能面積 約45.37㎡

申し込み 決定優先

備考

・利用時間外の施工時は時間外利用料を別途申し受けます。
また深夜1：00を超えて作業を行う場合は別途費用が発生します。

・電気利用料を別途申し受けます。
・深夜施工および2日間以上にわたるイベントの場合、指定警備会社による警備が必要となります。
・別紙の利用規定を必ずご一読ください。

電気 〇

給排水設備 × ※控室に給排水設備あり

耐荷重 要確認

高さ制限 5.0m

物販 〇
ロイヤリティ（要相談）

飲食 要確認

車体 要確認

ネット回線 要確認

会員獲得 要確認

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/uSJyaPaL3n2dBgGy7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109MAG'ｓPARK屋上イベントスペース
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109MAG'ｓPARK屋上イベントスペース


2021/06/30渋 谷

■参考写真

MAGNET by SHIBUYA109 CROSSING VIEW 屋上展望台スペース

45.37㎡

■平面図



2021/06/30渋 谷

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

MAGNET by SHIBUYA109 店頭イベントスペース

媒体名称 MAGNET by SHIBUYA109 店頭イベントスペース

媒体所在地 東京都渋谷区神南1-23-10（MAP）

スペース使用料
（税別） 平日 ¥300,000-／日 土日祝 ¥500,000-／日

利用可能時間
10:00～20:00 ※企画内容により応相談
※設営6:00～9:45／撤去21:00～23:00／前日設営21:00～翌1:00 ※直前のイベント状況により調整の可能性あり

利用可能面積 約18.76㎡

申し込み 決定優先

備考

・MAGNET by SHIBUYA109ビッグボードとのセット企画の販売が優先されます。
単体でのお申し込みについては、利用実施日の3ヶ月前オープンとなります。

・敷地内でサンプリング可能です。
・前日深夜施工時は時間外利用料を別途申し受けます。

また深夜1:00を超えて作業を行う場合は別途1時間ごとに料金が発生します。
・電気利用料を別途申し受けます。
・後面のビッグボードが決定している場合は、スペースをご利用できません。
・深夜施工および2日間以上にわたるイベントの場合、指定警備会社による警備が必要となります。
・オプションとしてスペースの後面ラッピング、フロアラッピングのメニューがございます。お問い合わせください。
・別紙の利用規定を必ずご一読ください。
・利用時間は館の営業時間変更等に伴い変更となる場合がございます。

電気 〇

給排水設備 × 工事不可

耐荷重 要確認

高さ制限 3.5m

物販 〇
ロイヤリティ（要相談）

飲食 要確認

車体 〇

ネット回線 要確認

会員獲得 要確認

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/uSJyaPaL3n2dBgGy7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109店頭イベントスペース
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109店頭イベントスペース


2021/06/30渋 谷 MAGNET by SHIBUYA109 店頭イベントスペース

■参考写真■平面図

18.76㎡



2021/06/30渋 谷

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

MAGNET by SHIBUYA109 MAG7

媒体名称 MAGNET by SHIBUYA109 MAG7

媒体所在地 東京都渋谷区神南1-23-10（MAP）

スペース使用料
（税別） 都度相談

利用可能時間 都度相談

利用可能面積 都度相談

申し込み 都度相談

備考
・イベントの実施やフロア装飾など、7Fフロアを活用したプロモーション展開が可能。
・別紙の利用規定を必ずご一読ください。

電気 要確認

給排水設備 要確認

耐荷重 要確認

高さ制限 要確認

物販 要確認

飲食 要確認

車体 要確認

ネット回線 要確認

会員獲得 要確認

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/uSJyaPaL3n2dBgGy7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109　MAG7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109　MAG7
https://ooh-cmedia.com/contact/MAGNET%20by%20SHIBUYA109店頭イベントスペース

