
別紙２

『ＪＲ桜木町駅前広場イベントスペース』路上イベント料金表（令和3年4月１日から適用）

◆【３月～11月】 開催日のみの御利用の場合 （単位：円）

イベントスペース イベントスペースご利用料金（広告料、道路占用料）

面積 １日 １週間割 広告料(休日) 広告料(平日)

（㎡） 休日 平日 休日2 平日2 休日3 休日2+平日 休日+平日2 休日4 休日3＋平日 休日2＋平日2 休日＋平日3 休日2+平日2 /日 /月

A+C A+D A*2+C*2 A*2+D*2 Ａ＊3+Ｃ＊3 A*3+C*2+D A*3+C+D*2 A*4+C*4 A*4+C*3+D A*4+C*2+D*2 A*4+C+D*3 A*7+C*2+D*2 Ａ Ｂ Ｃ D(C*0.7)

Ａ区域 185 ¥169,900 ¥126,700 ¥339,800 ¥253,400 ¥509,700 ¥466,500 ¥423,300 ¥679,600 ¥636,400 ¥593,200 ¥550,000 ¥670,900 ¥25,900 ¥259,000 ¥144,000 ¥100,800

Ｂ区域 150 ¥137,000 ¥102,200 ¥274,000 ¥204,400 ¥411,000 ¥376,200 ¥341,400 ¥548,000 ¥513,200 ¥478,400 ¥443,600 ¥541,400 ¥21,000 ¥210,000 ¥116,000 ¥81,200

Ｃ区域 190 ¥174,600 ¥130,200 ¥349,200 ¥260,400 ¥523,800 ¥479,400 ¥435,000 ¥698,400 ¥654,000 ¥609,600 ¥565,200 ¥689,400 ¥26,600 ¥266,000 ¥148,000 ¥103,600

Ｄ区域 260 ¥236,400 ¥176,400 ¥472,800 ¥352,800 ¥709,200 ¥649,200 ¥589,200 ¥945,600 ¥885,600 ¥825,600 ¥765,600 ¥934,800 ¥36,400 ¥364,000 ¥200,000 ¥140,000

Ａ+Ｂ
区域

335 ¥306,900 ¥228,900 ¥613,800 ¥457,800 ¥920,700 ¥842,700 ¥764,700 ¥1,227,600 ¥1,149,600 ¥1,071,600 ¥993,600 ¥1,212,300 ¥46,900 ¥469,000 ¥260,000 ¥182,000

Ｃ+Ｄ
区域

450 ¥411,000 ¥306,600 ¥822,000 ¥613,200 ¥1,233,000 ¥1,128,600 ¥1,024,200 ¥1,644,000 ¥1,539,600 ¥1,435,200 ¥1,330,800 ¥1,624,200 ¥63,000 ¥630,000 ¥348,000 ¥243,600

◆【12月～２月（冬季）】 開催日のみの御利用の場合 （単位：円）

イベントスペース イベントスペースご利用料金（広告料、道路占用料）

面積 １日 １週間割 広告料(休日) 広告料(平日)

（㎡） 休日 平日 休日2 平日2 休日3 休日2+平日 休日+平日2 休日4 休日3＋平日 休日2＋平日2 休日＋平日3 休日2+平日2 /日 /月

A+C A+D A*2+C*2 A*2+D*2 Ａ＊3+Ｃ＊3 A*3+C*2+D A*3+C+D*2 A*4+C*4 A*4+C*3+D A*4+C*2+D*2 A*4+C+D*3 A*7+C*2+D*2 Ａ Ｂ Ｃ D(C*0.7)

Ａ区域 185 ¥126,700 ¥96,460 ¥253,400 ¥192,920 ¥380,100 ¥349,860 ¥319,620 ¥506,800 ¥476,560 ¥446,320 ¥416,080 ¥524,020 ¥25,900 ¥259,000 ¥100,800 ¥70,560

Ｂ区域 150 ¥102,200 ¥77,840 ¥204,400 ¥155,680 ¥306,600 ¥282,240 ¥257,880 ¥408,800 ¥384,440 ¥360,080 ¥335,720 ¥423,080 ¥21,000 ¥210,000 ¥81,200 ¥56,840

Ｃ区域 190 ¥130,200 ¥99,120 ¥260,400 ¥198,240 ¥390,600 ¥359,520 ¥328,440 ¥520,800 ¥489,720 ¥458,640 ¥427,560 ¥538,440 ¥26,600 ¥266,000 ¥103,600 ¥72,520

Ｄ区域 260 ¥176,400 ¥134,400 ¥352,800 ¥268,800 ¥529,200 ¥487,200 ¥445,200 ¥705,600 ¥663,600 ¥621,600 ¥579,600 ¥730,800 ¥36,400 ¥364,000 ¥140,000 ¥98,000

Ａ+Ｂ
区域

335 ¥228,900 ¥174,300 ¥457,800 ¥348,600 ¥686,700 ¥632,100 ¥577,500 ¥915,600 ¥861,000 ¥806,400 ¥751,800 ¥947,100 ¥46,900 ¥469,000 ¥182,000 ¥127,400

Ｃ+Ｄ
区域

450 ¥306,600 ¥233,520 ¥613,200 ¥467,040 ¥919,800 ¥846,720 ¥773,640 ¥1,226,400 ¥1,153,320 ¥1,080,240 ¥1,007,160 ¥1,269,240 ¥63,000 ¥630,000 ¥243,600 ¥170,520

※　イベントスペース料金は、ご利用日に対応する休日料金または平日料金をお支払いいただきます。

※　休日とは、土曜日・日曜日・祝日となります。

※　開催日とは別に設置日・撤去日を設ける場合、道路占用料が加算されます。（設置日、撤去日とも各１日を限度とします。）

※　1週間割は、連続して開催する7日間について休日2日分と平日2日分の広告料と道路占用料7日分の合計料金でご利用できます。

　ただし、開催日7日間のうち休日が2日間の場合に適用されます。

※　料金表は、広告代理店手数料を含んでいます。

料金内訳

２日 ３日 ４日 道路占用料

1日・税込み

道路占用料

1日・税込み

料金内訳

２日 ３日 ４日


	R3公表用

