
                            2023年 ４月 1日改定 

 

ハピリンモール催事利用規約 

 

  

下記の内容についてはハピリンモールの管理する催事場使用ルールとなります。  

催事を行うにあたり、お客様の安全・安心の確保及び出店している専門店の妨げにならない事を 

事前にハピリンモール事務局と確認し合い、是正のあるときはこれに従っていただきます。 

内容をご理解の上、関係者全員の遵守をお願いします。   

     

 

① 催事場の利用申し込み・届出について 

1. 催事場の申し込みは原則２カ月前より承ります。 

「ハピリン催事希望届書」（ハピリン公式 HPよりダウンロード可能）にてお申込み下さい。 

ただし、催事内容によっては事務局の判断により受付可能となる場合がございます。 

（公益性の高いものなど） 

２カ月先の申し込みは、次月初めより承ります。（6/15を希望の場合、4/1より申し込み可能） 

お手続きは、所定の用紙に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。事務局にて利用に係る審査を 

行わせていただきます。（先着順ではありません） 

審査の結果、お断りする場合がございます。予めご了承お願い致します。 

 

2. 長机や椅子等の有料備品につきましては「ハピリン催事希望届書」の有料備品欄に必要台数をご記入の 

うえご提出ください 

 

 

② 搬入・搬出について 

1. 搬入・搬出の際は、お客様のご迷惑とならないよう決められた時間に行ってください。 

2. 車両等をご利用の方は、ハピリン南側駐車場出入口横に、30分停車できるスペースがございます。 

停車された場合は、荷捌所内の防災センターにて手続きを済ませてから作業を行ってください。 

※30分以上の停車はできません。 

3. 1階の催事場をご利用の場合は、従業員通路からお入りください。2階の催事場をご利用の場合は、人荷用

エレベーターをご利用ください。 

 

③ 運営ルール 

1. スタッフの入退館についてはハピリン南側の従業員入口及び人荷用エレベーターをご利用下さい。 

2. 音響等を使用する場合は、制限がございますので予めお申し付け下さい。 

3. 催事場以外でのチラシ・風船（ガス等で飛ばないものに限る）等の配布は、事前に申請(「別紙」配布物申請

書)をし、許可を得たもののみ配布出来ます。 

4. パネル・装飾等は、決められた場所以外での設置は禁止させていただきます。 

A3サイズ以上の POPを設置される場合は、事前に POPの現物写真をご提出ください。 

（壁・柱・ガラス面に許可なく貼紙、釘打ち等を行わないでください） 



5. 催事で出たゴミは、ハピリンモールの指定通りに分別し、ハピリン南側ゴミ庫に廃棄してください。 

6. 催事場によっては防災シャッターがあります。シャッターライン上には什器等荷物を置かないでください。 

7. お客様との契約を交わすイベント内容に関しては実施できません。勧誘をされる場合は、予め事務局にご相

談ください。また、無理な勧誘は禁止とします。 

個人情報に関するアンケートを実施する場合は、事前に事務局へご連絡ください。 

8. 催事場の電源を使用する場合は事前にご相談ください。 

催事利用者が複数社（者）ある場合は、使用を制限することがあります。 

また、配線等を行う場合は安全上、養生テープまたは配線モールを使用してください。 

9. 催事場では火気の使用は出来ません。 

10. 催事場には、水道がありません。2階従業員休憩室から水を汲んでの使用となります。 

排水は 2F女子トイレ SKを利用して下さい。但し、水を使用する場合は事前にご相談下さい。 

11. 催事場利用後は、必ず担当者に終了した旨を報告し、確認を受けてください。万一、床、壁、設備、備品等を

破損・滅失した場合は、利用者の負担にて修繕費等、別途補償をお願いいたします。 

（原状復旧していただきます） 

 

 

◎利用目的に反した場合、利用取消となりますが、これに伴う損害等について事務局は一切責任を負いません。

※不可抗力による利用の中止（不測の事故や災害等で使用不可能など）の場合、利用料金は頂きません。不測

の事故や災害に備えて、利用責任者は常に所在を明らかにしていただき、担当者と連絡が取れる状態にして

ください。また災害発生時の避難誘導に際しては、利用責任者及びスタッフ全員のご協力をお願いします。※

扉、非常口は封鎖しないようご協力ください。 

 

◎催事場利用中の（搬入出を含む）の災害・盗難・停電・その他の事故が生じた場合、催事スペースに重大な過失

がない限りその責任は負いかねますのでご了承のほどお願い致します。 

 

◎利用される方の都合により、催事場の利用を取り止められた場合、下記のキャンセル料が発生しますので予

めご理解頂きますようお願い致します。 

 

 

 

キャンセル料 

ご利用日の３日前から７日前 利用料金の 20％ 

ご利用日の前日から２日前 利用料金の 50％ 

ご利用日当日 利用料金の 100％ 

 

 

【 問い合わせ先 】  

ハピリンモール株式会社 担当：江守 

〒910-0006 福井市中央 1丁目 2番 1号  

TEL 0776-20-2020 / FAX  0776-20-2021 

Mail info@happiring.com 

 

mailto:info@happiring.com


 

                             2023年 4月 １日改定 

 

 ハピリンモール催事使用箇所  
 

【A】 1F 総合カウンター横（横 1.015×縦 2.000＝2.03（0.61坪））   

 

【利用実績】 雑貨販売・各種 PR イベント 

【利用時間】 9：00～22：00 

【利用期間】 1日～最大 2週間 

【利用料金】 1時間 1,000円（税抜） ※1日最大 6,500円 

 

※物品販売の場合、売上歩合（純売上の 15％＋消費税）となります。        

但し、【貸出エリア数】×【1日の売上】÷【1日の利用時間】の 

計算式に当てはめ、1日 6,500円を超えない場合は時間貸しとする。  

 

【B】 2F しあわせ広場  （横 4.230×縦 7.925＝33.52（10.13坪）） 

 

【利用実績】 ポスター展示・物産展・雑貨販売・各種 PR イベント 

【利用時間】 10：00～22：00 

【利用期間】 1日～最大 2週間 

【利用料金】 1時間 1区画 1,000円（税抜） ※1日最大 6,500円 

 

※物品販売の場合、売上歩合（純売上の 15％＋消費税）となります。        

但し、【貸出エリア数】×【1日の売上】÷【1日の利用時間】の 

計算式に当てはめ、1日 6,500円を超えない場合は時間貸しとする。  

  

 

【C】 2F エスカレーター横(西側)  （横 1.575×縦 4.319＝6.80 （2.05坪））  

【D】 2F エスカレーター横(東側)  （横 1.575×縦 6.198＝9.76 （2.95坪）） 

【E】 2F  エスカレーター前ホワイエ（横 7.000×縦 1.556＝10.89（ 3.29坪） 

 

【利用実績】 雑貨販売・各種 PR イベント・カイロプラティック等 

【利用時間】 10：00～22：00 

【利用期間】 1日～最大 2週間 

【利用料金】 1時間 1区画 1,000円（税抜） ※1日最大 6,500円 

 

※物品販売の場合、売上歩合（純売上の 15％＋消費税）となります。  

各１箇所（１系統 100V20A） 

１箇所（100V20A） 

１箇所（100V20A） 

１箇所（100V20A） 

１箇所（100V20A） 

https://affiliate-free-illust.net/post-264
https://affiliate-free-illust.net/post-264
https://affiliate-free-illust.net/post-264
https://affiliate-free-illust.net/post-264
https://affiliate-free-illust.net/post-264


　　　　　年　　　月　　　日

スタッフ数

希望する
・

希望しない

予定時間

【A】 1,000円/1h

【B】 1,000円/1h

【C】 1,000円/1h

【D】 1,000円/1h

【E】 1,000円/1h

※1　搬入出の時間帯も利用料金に含まれます。

※2　利用箇所についてはご希望に沿えない場合があります。

※3　物品の販売を伴う場合は売上歩合による料金の設定を協議させていただきます。

ご利用数

(1日1台 500円)

(1日1台 500円)

(1日1台 200円)

(1日1台 800円)

※1 有料備品は、数に限りがございます。ご相談下さい。

※2 物販の販売を伴う場合は、必ずレジを使用下さい（持込可能） 合 計 金 額
（場所代+備品代）

消費税（10％）

ご請求金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　椅           子                                  円

　電子レジスタ                                  円

備品利用合計                                  円

金額（税抜）

　パーテーション                                  円

                                 円

有料備品　（ご入用の際はご記入ください）

　長           机 【幅1800×奥行450×高さ740mm】

2F　エスカレーター横　東側

2F　エスカレーター前　ホワイエ

催事場所利用合計                                 円

1F　総合カウンター横

2F　しあわせ広場　(半面)
※ 全面希望の場合はご相談ください。

2F　エスカレーター横  西側

金額（税抜）

取  扱  商  品 　　　　　　人

催  事  内  容
（できるだけ詳しく）

ハピリンホームページおよび
館内デジタルサイネージへの

情報掲載

希望する場合は　info@happiring.com　へ
画像データをご送付ください。

搬入予定日時 　　　 　年　　　　月　　　日　　　　　　時　　　　　分　～　        時　　　　　分まで

搬出予定日時 　　　 　年　　　　月　　　日　　　　　　時　　　　　分　～　　　　　時　　　　　分まで

※1利用箇所（希望の場所に〇をご記入下さい）

開  催  時  間 　　　　　　　　　　時　　　　　分　　～　　　　　　時　　　　　分　　　

携  帯  番  号 （　　　　　　）　　　　　　　　　-

メールｱﾄﾞﾚｽ

責任者（担当者）
　ふりがな

催     事     名

開  催  期  間 　　　　　　年　　　月　  　日　(  　  )　　～　　　　　　　年　　　月　　　日　(      )　

電話番号  /  FAX番号 TEL（          ）        -　　　　　　    FAX （          ）        -

　　ハピリン催事希望届書

会     社    名

住            所 〒

ハピリンモール株式会社
TEL（0776）20-2020

FAX（0776）20-2021


