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◆施設概要

面積 天上高

1Ｆ 297.25㎡ 縦14.5m×横20.5m 5.3ｍ(トラスまで4.4ｍ)

Ｍ２Ｆ 44.1㎡ 縦4.2m×横10.5m 2ｍ～2.3ｍ

ステージ 54㎡ 横幅13.5m×奥行4m（ステージ高75cm） 5.3ｍ

スクリーン 3m×2.5m(150インチ)

楽屋(小) 8㎡ 縦3.2m×横2.5m 2.2ｍ

楽屋(大) 12.54㎡ 縦5.7m×横2.2m 2.2ｍ

●名 称 デュオ・ミュージック・エクスチェンジ

●所在地 東京都渋谷区道玄坂2-14-8 O-EASTビル1Ｆ
【TEL】03-5459-8711 【FAX】03-5459-8712 ※一般問い合わせTEL 03-5459-8716

●構 造 1階＋中2階

●収容人員 【シーティング】1階 レギュラー使用約250席（9ページ参照） 2階 40席
※ステージの利用によって見切れが発生しますので詳細は問い合わせ下さい
【スタンディング】 700名

●施設 ドリンク・キッチンカウンター
楽屋2部屋
駐車スペース2台分（高さ制限約2.3mまで）

●仕様

●立面図

3.6m

10.8m
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◆申請に関して

●会場担当者に電話にてスケジュールをお問い合わせください。
●仮申込みの有効期間は、原則的に2週間とさせていただきます。
●仮申込の際は、催物の目的・内容をご提示いただきます。内容によっては、使用をお断りする場合が
ございます。

●ご使用が決定しましたら、所定の「会場使用申込書」にご記入いただき、2週間以内に所定の会場費
の50%をお支払い下さい。入金が確認されましたら申込決定とさせていただきます。期日までに入金
が確認できない場合、キャンセルとさせていただくケースがございます。また、申し込み書を提出し
ていただいたタイミング以降、キャンセル料が発生します。

●また、使用日より1ヶ月以内のキャンセルにつきましては、別途キャンセル料が発生する場合があ
ります。主催者の都合で決定後のキャンセルにつきましても同様です。

◆会場料金に関して

※上記の使用料は全て税別です。

◆キャンセルに関して

●主催者の都合で申込金入金後（申し込み決定後）にキャンセルされた場合は、450,000円を申し受け
ます。さらに、キャンセルされた日時がご使用予定日より数えて1ヶ月以内の場合は、キャンセル料
として、900,000円を申し受けます。

●キャンセルされた日程を別の主催者が利用された場合におきましても、キャンセル料が免除されるこ
とはございません。

◆お申込フロー

仮申込

事前のお打合わせ

使用申請用紙提出
会場使用料のお支払い＝決定

ご使用日

追加料金の精算

※有効期間は2週間

※必ずお願いします。

※ご使用日から7日以内

●会場使用料金は以下の通りです。

●使用時間には、会場の準備・リハーサル・撤去等の時間も含みます。
●上記金額には音響・照明の各基本となる付帯設備使用料金を含みます。
●来場するお客様に入場時1ドリンク代(600円)をいただきます。1ドリンク代をお客様からいただかな
い場合は、主催者に最低ドリンク保証金(250,000円/税込)を別途申し受けます。

●また、来場するお客様の再入場は、お断りしております。

基本会場使用時間 基本会場使用料 時間外使用料
(後延長)

時間外使用料
（前延長）

月～木 11:00～23:00 900,000円 70,000円/1h 35,000円/1h

金・祝前日・休日 10:00～22:00 900,000円 70,000円/1h 35,000円/1h
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◆ご使用にあたって

◆事前のお打ち合わせに関して

1)公序良俗に反するもの。
2) 申込書に記載された催物の目的･内容を無断で変更した場合。
3) 建物や設備の損傷、滅失させる恐れがある場合。
4) ご使用の権利を他人に譲渡、転貸された場合。
5) duo MUSIC EXCHANGEならびにO-Groupのイメージを著しく損なう場合。
6) ｢ご使用規約(本書)｣に反した場合。
7) その他、duo MUSIC EXCHANGE責任者が不承諾、または取消すことを必要と認めた場合。

●不測の事故、災害等お客様の責によらない不可抗力により、会場の使用が不可能となった場合、既
にお納め頂いた使用料金はお返しいたしますが、催し物中止に伴う一切の責任においては、当方は
その責を負いませんのでご了承願います。

●会場使用中(搬入出を含む)の人的、物的事故については、全て主催者の責任とし、弊社は一切賠償
いたしません。

●会場備品に関して破損や紛失が起こった場合は、主催者に賠償責任として、別途破損代（実費）等
を請求させていただきます。

●ステージ上は火気厳禁とさせていただきます。いかなる事情でも承諾は致しかねます。
●ステージ上での液体等の使用は禁止させていただきます。
●特殊効果を使用なさる場合は担当者にご相談ください。

● 次の場合は、使用契約を取り消し、または、中止させていただく場合がございますのでご了承願い
ます。(この場合の損害責任は､主催者においてご負担いただきます。)

●スケジュール、進行表、仕込み図面、企画書・運営マニュアル等の各資料をご使用日の1ヶ月前ま
でにご提出ください。公演概要は情報解禁前に提出お願い致します。

●催物を円滑に進行させるため、弊社担当とご使用日の14日前までに、お打合せいただきます。
●ご使用日催物と打ち合わせの内容が異なる場合には、ご使用日当日でも、ご使用をお断りする場合
があります。

●付帯設備等のご使用がある場合、オペレーター等を弊社に依頼される場合には、1ヶ月前までにお申
し出下さい。

●催物の内容によって、会場内及び場外の警備・清掃が別途必要になる場合がございますので、打ち合
わせの際にご相談下さい。必要に応じてこちらより手配させていただきます。

◆会場レイアウト・展示・造形について

●会場に施工・展示を行う場合、施工・展示物のサイズ・重量・電気容量などのリスト及び図面を、
必ず提出して下さい。

●施工時間、荷物などの搬入出時は必ず弊社スタッフの指示に従ってください。
●搬入物の大きさ、量によっては、必要な養生をお願いいたします。
●搬入物、展示品の保管については、主催者側立会いの上施錠いたしますが、弊社は、その保管責任
を負いません。

●高価な搬入物、展示品がある場合は、予め主催者側の責任において保険等の安全対策をお立てくださ
い。

●携行品は、主催者の責任において管理してください。
●後片付けは、最終使用日に完全撤去してください。
●釘打ち･ガムテープ等による壁面、床面の施工は固くお断りしております。
●ケース・ダンボール類は施工終了後必ずお持ち帰りください。
●ご使用後は、基本的に主催者側において清掃をし、ゴミは全てお持ち帰り願います。弊社にて処理を
した場合は、有料となることもございます。

●特別に清掃等の必要が生じた場合は、別途清掃料(実費)を申し受けます。
● O-EASTビル内の共有スペースの壁面・床面および外壁等に直接、釘打ち･ガムテープ貼り等による施
工は固くお断りしております。
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◆付帯設備使用に関して

●各有料付帯設備使用料は以下の通りです。

●スタッフ・オペレーターの帰宅が時間外になる場合(23:30を過ぎた場合）別途実費交通費を申し受け
いたします。また、本番オペレートが4時間を超える場合はオペレーターを追加させていただきます。

●オペレーターを追加しない場合でも長時間の公演の際は追加人件費を頂く場合がございます。
●オペレーターご使用申込み後のキャンセルは、50％のキャンセル料を頂きます。
尚、7営業日前日より当日のキャンセルは全額ご負担して頂くことになりますのでご注意下さい。

●外部業者をご使用の場合は、弊社担当と予め打合せを行い、ご使用期間中は、弊社の各技術管理者
が立会います。この場合、立会い人件費（音響2名20,000円/税別・照明1名10,000円/税別）を
別途申し受けます。

●弊社で音響オペレートを行う場合、催物により舞台サポート人員が必要と判断した場合、サポート人
員（1名20,000円/税別）が必要です。

●ご使用日から1ヶ月を切ってもお申込みのご連絡がない場合は乗り込みのオペレーターが来られる
ことと解釈し、弊社側は管理のみの体制とさせて頂きます。

●各オペレーターが外来の場合は、機材保護及び、時間短縮のため舞台監督、進行をつけていただく事
を希望します。

●お持込になる画像・音楽は必ず著作権の確認を行ってください。

●安全管理等のため、原則として音響・照明のオペレーター業務は弊社の技術スタッフが行いますので、
ご用命ください。

●弊社において、音響・照明オペレートを依頼される場合、公演日の1ヶ月前までにお申込み下さい
その際、催物の内容によって必要人数が変わってきますので担当者にご相談下さい。

弊社オペレート 立会管理

音響オペレーター 45,000円/2名 20,000円/2名

照明オペレーター 30,000円/1名 10,000円/1名

●付帯設備を破損、紛失した場合、故意又は過失にかかわらず、その事故によって生じた全ての損害
を賠償していただきます。

●ピンスポットのご使用を希望される場合は別途オペレーターの手配(弊社手配の場合20,000円/税別)
が必要です。

●当会場での催し物の映像を収録・中継などでをする場合は映像収録手数料として一律30,000円/税別
をお支払いただきます。

◆音響・照明・映像オペレート・立会いに関して

※上記の料金は全て税別です。

※上記の料金は全て税別です。

基本会場使用時間内

スモークマシン
Antari X-310 FAZER MACHIINE 8,000円

ムービング照明 20,000円
ピンスポット
MIP-650w short 5,000円

ワイヤレスマイク 10,000円
映像関連機器一式

（プロジェクター・スクリーン等） 15,000円

◆場外安全管理に関して

●場外安全管理費15,000円/税別を必須でいただいております。
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◆物販に関して

◆届出に関して

著作権
（社）日本音楽著作権協会 東京イベント・コンサート支部

新宿区西新宿1-17-1 日本生命新宿西口ビル10階
Tel 03-5321-9881

●弊社およびO-EASTビル内で許可を得ない物品販売、募金活動をお断りしております。
希望される場合は、お打ち合わせ時に担当者まで申し出てください。

●販売、または無料配布する物品はあらかじめ弊社の許可を得てください。内容によっては販売をお断
りする場合もございます。

●物品販売がある場合には所定の位置で行って下さい。売上の10％を手数料としてお支払い頂きます｡

● 音楽・映像を使用するときは､日本著作権協会に届出を提出していただきます。

◆搬入・搬出に関して

●搬入・搬出はエントランスからの搬入となります。そのため、搬入・搬出が出来る時間帯が制限され
ます。搬入・搬出可能な時間帯は、弊社担当にご相談ください。

●トラックなどの大型搬入車輌は、道路交通法により、4tトラックまでは通過可能ですが、道幅が大変
狭いため、速やかに搬入・搬出いただき、ご移動をお願い致します。

●複数台同時に搬入・搬出をすることが出来ないため、事前に搬入順や、車輌待機場所などをお打合せ
ください。

●周辺の道路は交通量も多く、道幅も狭くなっておりますので、路上駐車は絶対におやめ下さい。
●ご来場のお客様用の駐車場はございません。お近くの有料駐車場をご使用ください。
●駐車スペースは2台となります。許可なく駐車している車輌を発見しましたら、警察に通報いたします。

◆飲食販売に関して

●当会場内にて、飲食物の販売を行う場合は事前に届け出てください。
尚、その提供物が原因となる食中毒等の事故等に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。

●販売、または無料配布する飲食物は、あらかじめ弊社の許可を得てください。内容によっては販売を
お断りすることもございます。

●火気を伴う食品の調理はお断りさせていただきます。
●物品販売同様、売上の10％を手数料としてお支払頂きます。

◆その他の注意事項

●開場時、終演後の人員整理等は弊社担当者と打ち合わせの上、近隣の迷惑にならないよう行ってくだ
さい。ご使用時間（期間）中、公演責任者は、受付等連絡の取れる場所を明確にしていただけるよう
お願い致します。

●当日受付・呼び込み・チケットもぎり等の人員はご用意ください。
難しい場合、事前に弊社担当にご相談ください。

●チラシの外撒きは原則として禁止となっておりますので、配布チラシがある場合には、開場・終演時
の配布のみとさせて頂きます。

●非常口、火災報知器、消火器の位置は必ず確認を願います。
●安全のため非難口、通路確保などを弊社スタッフが指示することがございます。
この場合は、速やかに指示に従っていただきますようお願いいたします。

●安全管理のため弊社スタッフはいかなる場合でも、duo MUSIC EXCHANGE内の全ての場所に
立ち入る事ができるものとします。

● duo MUSIC EXCHANGEを含むO-EASTビルは共同ビルですので、使用時に於いてビル管理上支
障をきたす場合、係員の指示に従って頂く場合がございます。違反してビル関係者又は使用者に人的
被害を与え、賠償請求があった場合、要求に応じていただきます。

●お客様または出演者様が会場内を破損した場合、故意又は過失にかかわらず、その事故によって生じ
た全ての損害を賠償していただきます。

●その他は、弊社スタッフと協議・相談の上、その指示に従っていただきますようお願いいたします｡
● 裏口カードキーの貸し出しは致しません。
●連動でTSUTAYA O-EAST、TSUTAYA O-Crestをご使用になる場合は、別途TSUTAYA O-EAST、

TSUTAYA O-Crestへの申し込みが必要です。
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◆付帯設備料金表



◆ステージ図面

7



◆会場平面図

3000

4000

6300

4000

4200

10500

5000

6600

主催者駐車
スペース

13500
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◆会場電源位置

合計2㎾

単独2㎾まで

単独2㎾まで

単独2㎾まで 合計2㎾まで

合計2㎾まで

合計2㎾まで
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◆会場平面図
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◆シーティングレイアウト例（レギュラー使用）
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◆楽屋図面
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◆ステージ写真

会場内ステージ正面写真

会場内ステージ正面上手側

会場内ステージ正面下手側
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◆2F・楽屋 写真

2F VIPスペース 2F 客席

楽屋（大） 楽屋（小）
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