
2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア（正面入口）

電気
〇 イベント盤
1Φ3W 最大20㎸A
（大容量用端子対応）

給排水設備 ×

耐荷重 1t/㎡

高さ制限 約2.5㎡

物販 ×

飲食
要確認
（要保健所許可）

車体 要確認

床の形状 タイル

媒体名称 渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア（正面入口）

媒体所在地 東京都渋谷区渋谷2-21-1（MAP）

スペース使用料
（税別）

平日・土日祝 ¥350,000-

※進行管理費：イベントスペース費用の20％を別途申し受けます。
※実施内容により別途費用（立会費・諸経費）をお見積りいたします。

利用可能時間

10：00～22：00
※搬入出可能時間 22：30～翌6：30
※設営・撤去作業可能時間 22：30～翌9：30
※バス停「渋谷駅東口」の最終バス・始発バスの時間次第で、調整の可能性あり

利用可能面積 約31.5㎡（7m×4.5m ※長方形）

申し込み 要調整

備考

• 照明設備、屋根はございません。
• イベントスクエア事務局立会費：別途費用
• 警備費、施工・スタッフ手配：別途費用（概要書、事前打ち合わせの際に決定）
• 諸造作・諸設備を設置する場合の設営・撤去工事につきまして、建物保全と作業の安全確保の為、指定会社制

となっております。指定会社以外での施工等を実施される場合は持込料が別途発生いたします。
• 設営・撤去はエリアを区切って行ってください。

※クライアント、イベント内容は事前に審査があります。

お問合せは

こちら

https://goo.gl/maps/t1AELgyspe8pGKrm9
https://ooh-cmedia.com/contact/渋谷ヒカリエ　1Fイベントスクエア
https://ooh-cmedia.com/contact/渋谷ヒカリエ　1Fイベントスクエア
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●注意事項
・来館者の導線は十分に確保して下さい。
・搬入時は歩道通行中の歩行者に十分に注意して搬入、設営、搬出して下さい。
・搬出入時、施設側道へ車両を停車しての搬出入はできません。
所轄の渋谷警察署へ道路使用許可の申請を行い、明治通りから搬出入を行ってください。

・照明・給排水はありません。
・インフォメーションボードの視認性を十分に確保し、また非常扉前の避難導線を確保の為、
インフォメーションボードから1.2m以上離して設営して下さい。

・什器を設置する際は、床面タイルの保護の為に、養生を施してください。
その際、床面タイルに粘着剤が残らないよう、養生を施して下さい。

・飲食物を扱う際は、床面タイルに染み込まない素材を使用して、床養生をして下さい。
その際床面タイルに粘着剤が残らないよう、養生を施して下さい。

・テント等を設置する場合は、専用のウェイトを各支柱毎に設置して下さい。
・車両の他、重量物を設置の場合は、鉄板等を用いて荷重を分散させる措置を講じて下さい。
（耐荷重：1ｔ/㎡）

・搬出入時から一般来場者の導線に支障がある為、正面入口左側の自動扉の施錠依頼を
お願いいたします。（要申請）

渋 谷 渋谷ヒカリエ 1Fイベントスクエア（正面入口）

電気イベント盤



2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 搬出入・設営に関して①

□当イベントスクエアでの諸造作・諸設備を設置する場合の設営・撤去工事、及び設営スタッフ、誘導スタッフにつきましては、
建物保全と作業の安全確保のため当施設を熟知している、媒体社指定業者が行います。
やむを得ない理由で、指定業者以外の業者に施工を依頼される場合、別途協議とさせて頂きます。
前項に係る設営・撤去工事につきましては、当該費用を利用者にてご負担ください。
また、必要な場内案内および警備業務、誘導員を当イベントスクエアが指定する業者に委託するものとします。
その際の右記業者は媒体社からご紹介いただきます

●指定警備業者…東急ファシリティサービス株式会社
●指定施工、スタッフ手配業者…株式会社ノティオ

□ロケハン希望の方はお問合せください。その際、別途立会費用を申し受けます。立ち合い費用に関してはお問合せください。

□当イベントスクエアおよび搬出入時も必ず警備員を配置し、その警備業者は当イベントスクエア指定とします。
利用者の責任において、警備担当者の配置を行い、交通整理・場内整理、盗難・火災・事故などの防止に努めてください。
万一に備え、イベント保険等の損害保険や傷害保険等に加入してください。

□事前の荷物の受け取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故、会場設営・会場使用中の展示物品等の盗難・破損事故については、
その原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。

□官公庁からの指導、その他当社の責に帰さない事由により使用が中止された場合、その損害について一切の責任を負いません。

□利用者が、当施設・当建物の設備・備品等を汚損・毀損・紛失した場合、その他の第三者に対して損害を与えた場合において、
利用者は媒体社またはその他の第三者が被った損害を賠償していただきます。



2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 搬出入・設営に関して①

□搬出入、及び設営・撤去可能時間は以下の通りとなります。
●搬出入可能時間 22：30～翌6：30 
●設営・撤去可能時間 22：30～翌9：30 
搬出入可能時間外の荷物の搬入、及び搬出は、原則出来ません。
車両および大きな荷物の搬出入は、渋谷ヒカリエ前のバス停「渋谷駅東口」に停車するバスが運行中の時間は不可となります。

□所轄警察署への道路使用許可申請なく、渋谷ヒカリエ周辺に車両を止めての、荷物の搬出入はできません。
□搬入出の経路は右記図面を参照ください。内容によって搬入出の経路は異なりますので、事前の打合せにより 決定させて頂きます。
□イベント実施の際は下記申請書を期限までに必ずご提出の上、搬出入、及び設営・撤去作業、イベント運 営をお願いいたします。
提出期限をお守り頂けない場合はイベント実施が出来なくなる可能性があります。

●共用部使用申請書兼承諾書・・・実施1ヶ月前まで
●臨時入館届/搬出入・作業申請書兼承諾書【搬出入に関する申請】・・・実施1週間前まで
●外来作業遵守確認書【作業を安全に行う事の同意書】・・・実施1週間前まで
●緊急連絡体制図・・・実施1週間前まで

□搬出入車両の留置き場所はありません。搬出入作業終了後、車両は速やかにに退出してください。
□汚れ、キズ等が付かないよう、壁面、柱、床の養生は徹底し十分に注意を払ってください。
□イベントスクエア内に車両を設置する場合、搬入出時は車両の前後に人を配置し、
徐行で走行して、安全に配慮をして実施してください。
車両のサイズによっては雨水タイル上、コンパネを持ち込んで養生をしてください。

□搬入、設営、本番、撤去時は施工管理責任者を設定し、必ず立会いをしてください。
□搬入出時より、利用者の責任において人員の配置を行い、
交通整理・場内整理、盗難・火災・事故等の 防止に努めてください。
万一に備え、イベント保険等の損害保険や傷害保険等に加入してください。

□ロケハン希望の方はお問合せください。
その際、別途立会費用を申し受けます。立ち合い費用に関してはお問合せください。

□事前の荷物の受け取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故、
会場設営・会場使用中の展示物品等の盗難・破損事故については、
その原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。

□官公庁からの指導、その他当社の責に帰さない事由により使用が中止された場合、
その損害について一切の責任を負いません。

□利用者が、当施設・当建物の設備・備品等を汚損・毀損・紛失した場合、
その他の第三者に対して損害を与えた場合において、
利用者は媒体社またはその他の第三者が被った損害を賠償していただきます。
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□申込み会社の担当者（責任者）が搬入設営時、撤去搬出時も必ず立会いをしてください。

□設営に係る梱包材、及び運営に係る備品等の保管場所はございません。各主催者さまで保管等管理をお願いいたします。
連日実施される場合は、毎日撤去、もしくは設置物の保安、警備をお願いいたします。
撤去されない場合の警備については、館内の指定業者となります。

□イベントスクエアでご利用いただける控室はございません。
ただし、渋谷ヒカリエ11階に、有償でお貸出しできるお部屋（貸会議室）がございますので、詳細はお問い合わせください。

□渋谷ヒカリエ内では、トランシーバー回線が多く使用されている為、イベントスタッフ用でトランシーバーを使用される場合は、
あらかじめ周波数帯をご提出ください。確認後、使用の許可をいたします。
場合によっては周波数帯の変更をお願いする 可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ワイヤレスマイク使用に関しても同様です。

□試食・試飲を実施する場合は必ずイベントスクエア内にて行ってください。
スペース内にゴミ箱を設置し、容器の回収を行ってください。給排水はございません。また、火気を使用した調理はできません。
実施の際には、保健所の許可を必ず取ってください。また清掃用具もご用意ください。

□イベントや設営撤去作業時に出たゴミについてはお持ち帰りください。渋谷ヒカリエでは処理できません。

□アンケートを実施する場合アンケートの実施の可否については、個人情報の取得の有無に関わらず、事前にアンケートの内容をご提出頂いた上で
判断させて頂きます。またお客さまが渋谷ヒカリエ実施のアンケートと誤認されないよう、クライアントさま名の表記をお願い します。
お客さまへ話しかける際は、執拗に話しかけたり、追いかけたりするなど、ご迷惑になる行為はお控えください。

□利用者は30日前までにイベント実施計画書【搬出入計画、来場者誘導計画（警備含む）、タイムスケジュール、タレント等誘導計画等】を必ずご提出ください。
内容確認後、場合によっては変更のお願いをする場合があります。

□イベントスクエアの使用範囲についてステージ・プレス・観客スペースを含め、イベントスクエア内（７ｍ×4.5ｍ）で完結して頂きます。
その際、イベントスクエアより溢れたお客さまについては通路等に滞留しないように誘導をお願いします。

□混雑が予想されるイベント内容の場合 試飲・試食・商品サンプリング等、待機列が生じる可能性がある催事を計画される場合は、待機列ができてしまった際の
対処方法をご提出ください。また、混雑が予想されるタレントについては、渋谷ヒカリエにてイベント実施内容を精査の上、 実施の可否を判断させて頂きます。

□事前告知をする場合告知内容など含め、事前に必ずご連絡頂きますようお願いします。

□イベント内容を撮影する場合は、事前にご連絡ください。場合によっては申請書の提出の可能性があります。

□イベントは、お客さまの導線阻害とならないよう計画し、開催時もそれを徹底してください。

□実施後は、原状回復を徹底してください

渋 谷 渋谷ヒカリエ 注意事項



2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 注意事項

□渋谷ヒカリエイベントスクエア＆ショーウインドウをご利用希望の方は、
お問合せください。
ご希望の日程が収容可能かお調べいたします。

なお、渋谷ヒカリエイベントスクエアは、
決定優先での申し込み受付となっております。
仮予約はできません。

ただし、お申込みの前に「お問合せシート」にて、
事前に企画内容を事務局、及び渋谷ヒカリエに確認 の必要があります。
お申込みを頂いても、「お問合せシート」による内容確認（審査）が
終了するまでは、お申込みが受付され ませんのでご注意ください。
※「お問合せシート」による内容確認は、ご使用のご決定の前でも可能です。

■ご利用までの流れ

・利用者は必ずイベント開催日の1か月前までに
媒体社と打ち合わせを始めてください。

・外部業者をご利用の場合は、
あらかじめ媒体社と打合せの上、ご利用期間中は、
媒体社立会いのもとに作業を行ってください。
その際別途定める立会人件費を申し受けます。

・ご使用の際、会場内の施工図、仕込み図、電気配線図、
施工業者・関連業者リスト、タイムテーブル等、
催事に係る資料の提出をしてください。



2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 使用規則①

《基本方針》
・イベントは、通行人、観客がイベントと融合して楽しんでいただくため安全を第1とし、人々に危険や危害が及ぶことのないイベント開催をお願いします。
したがって多くの観客やファンを動員し、周囲が混乱するイベントの開催はお断りします。

１．使用申込と手続き
・申込は以下の手順に沿って進めてください。
（1） イベントスクエア＆ショーウインドウ利用希望者は、お問合せ下さい。 空き状況をお調べいたします。
（2） 事務局からメール、又はFAXにてお送りする「お問合せシート」に実施企画内容をご記入の上、メール又はFAXにてご返送下さい。
（3） 頂いた内容に関して確認の連絡をさせて頂きます。
（4） 「お問合せシート」にて当イベントスクエアの使用規則と企画内容の適合が確認されましたら、「申込書」をメール、又はFAXにてお送り致します。
（5） 「申込書」到着後１週間以内に、必要事項を記載し、メール、又はFAXにてご返送下さい。ご返送が確認された時点で、本申込を受理したとみなし、

同時に解約等諸規則も適用となります。１週間以内に「申込書」をご返送頂けない場合、お申込自体、無効となりますのであらかじめご了承ください。
（6） 利用者は受け取った申込書に記入押印の上、提出して頂き、受付が受理すれば契約は成立します。

２．申込みの制限
・以下のいずれかに該当する場合は、申込みは受付け致しません。
また、受付けた後で判明した場合、申し込みの取り消しや使用の中止を致します。その際、当イベントスクエアは何ら責任を負いません。

（1）公の秩序風俗を乱す恐れがあると判断した場合。
（2）提出した「お問合せシート」「申込書」「企画書」の記載内容に偽りがある場合。
（3）当イベントスクエアの使用権利を他人に譲渡、転貸した場合。
（4）当イベントスクエア内・建物周辺に危険物を持込む行為、または建物全体・付帯設備・備品等を破損・紛失したと判断した場合。
（5）火気の使用(喫煙所以外の喫煙も含む)、または裸火、煙、ドライアイスの使用等、当イベントスクエアが危険を生じる恐れがあると判断した場合。
（6）音・振動・臭気の発生等により当社施設、及び建物周囲に迷惑を及ぼす、またはその恐れがあると判断した場合。
（7）来場者数が渋谷ヒカリエの収容人数を超え、周囲に迷惑を及ぼすと当社が判断した場合。
（8）生体（盲導犬を除く）を持込んだ場合。
（9）ごみを投棄するなど、当施設内外・周辺施設を不衛生な状態にした場合。
（10）建物周辺における、車・バイク・自転車・などを路上駐車した場合。
（11）出演者（タレント等）の参加による混乱で、通行人、観客に危害が及ぶ恐れがあると判断した場合。
（12）政治色、宗教色がある場合。
（13）下記に該当する業種の掲出は不可。

●東急カードの競合とみなす企業・サービス
●百貨店業・小売業、並びにこれに類するもの ●ギャンブル
●遊技場（パチンコ店、パチンコ機器メーカー及び麻雀屋を含む）
●その他渋谷ヒカリエが不適切と認めたもの
※一部のインターネット事業やモバイルコンテンツ事業、演劇コンテンツについてお受けできない場合があります。

（14）寄附行為、募金活動がある場合。
（15）物販、また、周囲に危険・迷惑が及ぶ恐れのある内容又は展示物の場合。



2021/08/20渋 谷 渋谷ヒカリエ 使用規則②

（16）関係法令、関係官公庁の指示に反する行為をした場合、また中止命令を受けた場合。
（17）使用者が、暴力団・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）であると

認められる場合、または、使用申込者の役員および従業員または関係者に、反社会的勢力と密接な関係を有する者が居ると認められる場合。
（18）当イベントスクエアの使用が、反社会的勢力の組織の維持・拡大に利用される等その利益になると認められる場合。
（19）当イベントスクエアの従業員に対し、暴力的な要求を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求した場合。
（20）大規模地震対策特別法による警戒宣言が発令された場合。
（21）他の利用者もしくは館内テナント、または来館者・会場周辺及び近隣住民等（以下「その他の第三者」）に迷惑を及ぼす恐れがあると判断した場合。
（22）当イベントスクエアでのイベント主催者及び企画内容が当イベントスクエアのイメージに合わない場合。
（23）当イベントスクエアでのイベントが、運営上不適当の場合。
（24）使用可能時間帯以外での使用の場合。
（25）シート内容で当イベントスクエア事務局の承諾を受けた後、企画書を提出しない場合。又は企画書提出後に発生した内容変更を申請しない場合。
（26）仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合。
（27）自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡り処分を受け、または銀行取消処分を受けた場合。
（28）営業廃止または会社解散、および営業停止処分を受けまたは営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合。
（29）破産手続き開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をした場合。
（30）経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められた場合。
（31）上記事項以外において如何なる理由があろうとも、当社の注意に従わない、または本規約の規定に違反すると当社が判断した場合。
（32）電話、口頭で申し込みの場合。
（33）当イベントスクエア、及びショーウインドウの使用は、TOKYU OOH広告掲出規則に準じます。

3．使用料金
・使用料金は「会場使用料」の他、外部レンタル手配品等、利用者が申込んだ全ての金額の事で使用変更または、解除の場合はキャンセル料算定基準になります。
・使用料金は別途料金表でご確認下さい。
・事務局に、機材の手配や工事を依頼された場合は、別途費用を申し受けます。
・設営・施工に当たり、媒体社指定業者【７．総合マネジメント制度（指定業者制度）参照】以外の業者をご利用の場合は、別途「持込料」を申し受けます。
・使用開始日直前または使用期間中急遽追加になった場合は、「早出・延長使用料」およびその他費用は別途申し受けます。
・「使用料金」は予告なく改定する場合がございますので、予めご了承下さい。

4．使用申込の変更および解約
・利用者のご都合により、使用申込を変更および解約（使用時間の短縮や、使用面積の縮小等の一部解約を含む）する場合には、
必ず「変更・解約申出書」をご提出下さい。

「変更・解約申出書」の無い場合は、使用時間の変更・解約を一切認められません。
また、ご提出頂けない場合は、利用者が事務局に提出して頂いた「申込書」に記載されている金額をご請求させて頂きます。

・電話・口頭もしくは内容不備の「変更・解約申出書」、または提出済の「申込書」に追記・加筆した申込書を送付された場合もお申出は受付いたしません。
・「変更・解約申出書」到着日に基づき、「使用料金」総額に以下の割合を乗じた「キャンセル料」を申し受けます。
・レンタル備品、警備スタッフ、誘導スタッフ、その他ご発注頂いたもの全てについても同様の「キャンセル料」を申し受けます。
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5．総合マネジメント制度（指定業者制度）
・当イベントスクエアを利用の際に、当イベントスクエアでの諸造作・諸設備を設置する場合の設営・撤去工事につきましては、
建物保全と作業の安全確保のため当施設を熟知している、指定業者が行います。やむを得ない理由で指定業者以外に施工を依頼される場合、
別途協議とさせて頂きます。前項に係る設営・撤去工事につきましては、当該費用を利用者にてご負担下さい。
また、必要な場内案内および警備業務、誘導員を、当イベントスクエアが指定する業者に委託するものとします。

6．関係官公庁への届け出
・事務局との事前打合せが済みましたら、利用者は当施設を使用するに当たって法令に定められた事項を、
利用者の責任と負担において所轄の関係官公庁（以下「官公庁」という）に届出を行い、官公庁の指示に従って下さい。
この場合、利用者は常に届出内容について事前に事務局の承認を受け、かつ、官公庁から受けた指示内容を直ちに事務局に報告して下さい。
届出不備のために使用不可能となった場合、当イベントスクエアは一切の責任を負いません。
官公庁への届出内容につきましては、許可された諸届出の写しを使用開始日の10日前までにご提出下さい。

【届出の一例】 ●催物開催届出書（消防申請）等・・・渋谷消防署
●道路使用許可、要人警備相談等・・・渋谷警察署
●飲食を伴う催事をする場合・・・渋谷区保健所
●音楽著作権使用等・・・日本音楽著作権協会（JASRAC）

・使用日当日に、届出内容、指示・許可事項について、官公庁の担当官が査察を行うことがございます。
「届出書」・「許可書」等を必ず保持し、利用者が査察にお立会い下さい。 その他必要に応じて、関係諸官庁にご相談の上、必要な手続きを行って下さい。

7．免責および損害賠償
・使用期間中（準備・撤去を含む）において発生した事故につきましては、
利用者の関係者や来場客の行為であっても全て利用者に責任を負っていただきます。事故防止には万全を期して下さい。

【不可効力による使用停止】
天災地変、その他不可抗力によって、当イベントスクエアの使用が困難になった場合、
既にお納め頂いた使用料金は返金いたしますが、これによる催事の中止に伴う損害については当イベントスクエアは賠償の責を負いません。

【その他の免責】
・当イベントスクエアおよび搬出入時の警備につきましては、利用者の責任において当イベントスクエア指定の警備会社へ委託
または警備担当員の配置を行い、交通整理・場内整理、盗難・火災・事故等の防止に努めて下さい。
万一に備え、イベント保険等の損害保険や傷害保険等に加入して下さい。

・事前の荷物の受取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故、会場設営・会場使用中の展示物品等の盗難・破損事故および来場者等の人身事故については、
その原因の如何を問わず当イベントスクエアは一切の責任を負いません。

・官公庁からの指導、その他当社の責に帰さない事由により使用が中止された場合、その損害について当イベントスクエアは一切の責任を負いません。
・利用者が、当施設・当建物の設備・備品等を汚損・毀損・紛失した場合、その他の第三者に対して損害を与えた場合において、
利用者は当イベントスクエアまたはその他の第三者が被った損害を賠償していただきます。

・当イベントスクエアの責に帰すべき事由により、利用者が損害を被り、当イベントスクエアに対しその損害の賠償を請求した場合は、
当イベントスクエアは受領する「使用料金」の範囲内において賠償するものといたします。
ただし、利用者の損害の内、機会損失等の得べかりし利益に関しましては、当イベントスクエアはその損害の責任を負いません。

・その他、本規約に違反して当イベントスクエアが損害を被った場合には、その損害について賠償請求いたします。
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8．実施上の諸注意（搬入搬出、設営時を含む）
（1）事務局の指示に従ってください。
（2）申込書を所持してください。
（3）会場にイベント責任者を常駐させてください。
（4）スタッフ全員にスタッフ章を着用させてください。
（5）当イベントスクエアへの危険物の持ち込みは禁止します。
（6）当イベントスクエア指定業者以外の取引業者に施工を依頼される場合、持込みパネルや幕類は、防炎加工済みのものをご使用ください。
（7）渋谷ヒカリエは複合施設の為、他フロアからの音漏れがある場合がございます。

また、他フロアへの音漏れを抑えるため、音量（特に重低音）を制限させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。
（8）渋谷ヒカリエ内他施設の催事の都合上、駐車場、搬入出用エレベーターの使用を制限させていただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。
（9）エレベーターカゴ内、及び必要個所については、必ず養生を行ってください。
（10）搬入出に際しては、必ず事務局立会いのもとで行ってください。
（11）当イベントスクエアの使用終了後、事務局立会いのもとで、当イベントスペースの原状復帰をしてください。

当イベントスクエア及び施設を破損・汚した場合、利用者の実費負担となります。
なお、1階イベントスクエアの床面タイルを破損・汚した場合は、罰則金として一律100,000円をご請求させていただきます。
但し、ヒカリエ1階利用者に支障がでるタイル破損の場合は、罰則金のご請求では無く、
原状復帰費実費をご請求させていただく場合もございます。

（12）イベントで発生した盗難は、利用者の責任で速やかに処理してください。 当事項に関して事務局は何ら損害を賠償する責を負いません。
（13）イベントで発生したゴミはすべて利用者で処理してください。利用者が希望すれば処理業者を紹介します。（別途有料）
（14）配布物がある場合は定期的に周辺地域の清掃にも充分配慮してください。
（15）所定の場所以外の喫煙、飲食は禁止します。
（16）非常事態にそなえ、使用前にあらかじめ非常口、消火器の位置、避難経路について確認を行ってください。

９．禁止行為
（1）媒体社の指示に従わない行為。
（2）許可なく撮影録音をする行為。
（3）各法令及び当イベントスクエア使用規則に違反する行為。

１０．非常事態
以下の場合、媒体社の判断でイベントは中止します。その際、媒体社は何ら責任を負いません。
（1）イベントが異常な混雑に陥り、観客、通行者、関係者に危険が及ぶ恐れがあると判断した場合。
（2）渋谷ヒカリエのテナント入居者に支障が及ぶ恐れがあると判断した場合。
（3）関係官公庁から中止命令が発せられた場合。又はその恐れがある場合。
（4）【９．禁止行為】に該当する場合。


