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施設説明・概要

unimoちはら台 イベントスペース・広告媒体のご案内

施設名 ユニモちはら台

所 在 千葉県市原市ちはら台西3-4

敷地面積 114,274.11㎡ （34,567.91坪）

延床面積 70,429.19㎡ （21,304.82坪）

店舗面積 46,914.90㎡ （14,191.76坪）

営業時間 10：00～21：00 ※一部店舗は異なる

店舗数
（2021.04現在）

170店舗

駐車台数 約2,400台 （無料）

開店年月日 2007年（平成19年）9月

●施設概要 ●ロケーション×アクセス

・京成ちはら台駅から徒歩10分、茂原街道（県道14号線）からのアクセスも良好

・ちはら台エリアのコミュニティーの中心に立地する好ロケーション

市原市と千葉市にまたがるニュータウンエリア

【周辺案内図】

【外観イメージ】

●商圏人口は、3km圏で6.9万人、5km圏17.0万人、7km圏27.8万人、10km圏46.4万人（2010年度）

●世帯数・人口が増加傾向にあり、所得にゆとりがある若い世帯が多く居住する、将来性のある良質なマーケット環境

●年間で540万人が訪れる、千葉エリア最大級の規模を誇るショッピングセンターです。

1



ユニモちはら台

イベントスペースのご案内

unimoちはら台 イベントスペース・広告媒体のご案内



＜イベントスペース＞ 1F

unimoちはら台 イベントスペース・広告媒体のご案内

①
②

③

スペース
基本料金/1日

（税別/平日は半額）
概算面積

① ユニモセレクト（外側） 80,000円 10㎡

② ヤオコー前 80,000円 10㎡

スペース
基本料金/1日

（税別/平日は半額）
概算面積

③ ユニモプラザ 150,000円 80㎡

④ 芝生広場 60,000円 35㎡
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＜イベントスペース＞ 2F
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⑤

⑥

⑦
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スペース
基本料金/1日

（税別/平日は半額）
概算面積

⑤ ダイソー前 100,000円 10㎡

⑥ 丸善前 100,000円 10㎡

⑦ ユニクロ前 100,000円 10㎡
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＜イベントスペース＞ 使用規定

◆unimoちはら台では、各イベントスペースのご利用にあたり、皆様に有効かつ安全にご利用していただくために
「使用規定」を設けております。ご利用にあたっては、規約をご理解いただくとともに、禁止制限事項を遵守していただくよう、
お願い申し上げます。なお、この規約に定めない事項につきましては、法令又は一般に確立された習慣によるものとさせて頂きます。
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■お申し込み及び手続き
①お申し込みは実施月の3 ヶ月前からお受けします。
※申込受付時間：10:00～18:00

②お申し込みの際は、お電話又はメールにてご連絡お願いいたします。
TEL:0436-76-0003 Mail:Mayuko.Ishiguro@jll.com

③お申し込みを受け、催事の目的・内容・日程を確認しunimoちはら台モール事務
所より実施の可否についてご回答させていただきます。なお、初回取引時につきまし
ては以下の書類のご提出をお願いいたします。
（1）印鑑証明書
（2）履歴事項全部証明書
（3）会社概要

④内容を確認の上、実施に至る場合は当方が定める「店舗区画イベント催事使用申請
書」にご捺印の上、提出をお願いいたします。
また、使用料につきましては必ず実施前日までの入金をお願いいたします。

※入金が遅れた際は、次回実施いただけない場合がございます。ご了承ください。

■ご利用日及びご利用時間
ご利用可能時間は、最大で午前10時～午後9時とします。
①設営・撤去、後片付け等一切の時間については利用料金に含んでおります。ただし、
前日午後9 時以前の設営、実施翌日の撤去については事前にご相談ください。
②当施設の営業時間は、下記の通りです。下記の時間帯以外のご使用に際して、施設
の一部閉鎖や施設サービス機能の一部停止など、ご不便をお掛けする場合もあります
ので、あらかじめご了承ください。
・物販店 10:00～21:00
・飲食店 11:00～22:00
・映画館 10:00～24:00
（店舗によってオープン時間は異なります）
③搬出・搬入・設営の可能時間は原則前日21:00～24:00又は当日7:00～10:00と
なっております。
上記の時間を超えた場合は、臨時警備料を申し受けます。
搬入口は18時に閉鎖いたします。18時以降は防災センター横の自動ドアをご利用く
ださい。

■ごみの廃棄について
当館のごみ処理はすべてみどり産業㈱に委託しております。
申請書をお渡ししますので、直接みどり産業㈱へ契約をお願いいたします。
■利用の変更及びキャンセル
①変更の届出
申込みの承諾を受けた場合、利用者の都合により、利用期日、時間を変更される場合
や申込みを取消される場合は、すみやかにご連絡ください。
※利用期日、時間等の変更により、追加料金あるいは取消料金を申し受ける場合があ
ります。
②キャンセルによる使用料金等の取扱い
申込みの確定後、取消をした場合には、下記のとおりキャンセル料を申し受けます。
・ご使用日の14日前までのキャンセル＝基本使用料金の50％
・ご使用日の14日前以降のキャンセル＝基本使用料金の全額

■関係各庁への届出
所定の各官庁への届出は、ご使用者側で申請してください。
・消防署等各官庁
・試食、試飲＝保健所
・音楽著作権＝日本音楽著作権協会

■搬入・搬出
搬入・搬出の際は、係員の指示に従ってください。
①施設には、ストックヤードはございません。その都度お持ち帰りください。
②貸出用の台車は数に限りがございます。予めご了承ください。

■その他
①館内の営業に支障がある音量、過度な物品配布、過剰な装飾物はお断りいたします。
②設置状況によりご使用を中止させていただく場合もございます。
③利用施設の原状回復と清掃は、利用者の負担で行ってください。
④イベントスペース場所と利用料金は、予告なく変更する事がございますので、予め
ご了承ください。

tel:0436-76-0003
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注意事項

■搬入・搬出時
安全のために、 「台車」及び「カート」での移動の際は、お客様用のエスカレー
ター及びエレベーターの使用を禁止しています。必ず後方のエレベーターをご使用く
ださい。台車に積む荷物の高さは1.5m迄です。

■入館申請書
イベント実施日の3日前までに、入館申請書に作業・イベント内容を記載の上、モー
ル事務所までご提出ください。
なお、以下の3点をお守りください。
①入館申請書は日別に提出する。 ※「1/5～1/8」などのまとめての申請は不可
②入館申請書には必ず、入館される方の氏名を記入する。
③人数が多い場合は、全スタッフが記入された一覧表を別途提出する。

C駐車場

D駐車場ジャリ

■トイレ・喫煙所
トイレ及び喫煙所は、後方にある従業員用をご使用ください。
トイレは各階、喫煙所は１階・3階にございます。

■館内でのお食事・お買い物
館内でお食事やお買い物をする際は、入館証やネームプレートを外してご利用くださ
い。なお、一般のお客様が優先となりますので、土日祝日やピーク時間帯の飲食店の
利用はなるべく避け、3Fの従業員休憩室をご利用ください。

■駐車場
搬入・搬出を行う車は、C駐車場の奥側にとめてください。
なお、そのほかスタッフの車はD駐車場の奥にあるジャリにとめてください。
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イベントスペース詳細 1F
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①ユニモセレクト外側

1Fリバーストリート中央のスペース。平日・休日問わず来館者の多くが通行されるメインエリアに位置します。
周辺は人気のファッション店舗が勢揃いしており、各種PRはもちろん、小型のポップアップショップにもおすすめです。

＜過去の実績＞ 【注意事項】
・物産展 現場に養生テープで印を付けています。
・化粧品PR 印の範囲内での活動をお願いします。
・ウォーターサーバーPR
・各種食物販催事

面積：約10㎡
使用料：平日 40,000円

休日 80,000円

※電源あり（1,000W）



イベントスペース詳細 1F
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②ヤオコー前

大型SM「ヤオコー」前のスペース。千葉の老舗和菓子店「なごみの米屋」や「3COINS+plus」も隣接しており、平日・休日問
わず非常に通行量の多いスペースです。
各種PRはもちろん、スーパーとの買回りも良好であるため食物販催事にもおすすめです。

＜過去の実績＞
・物産展
・生鮮市場
・各種食物販催事

面積：約10㎡
使用料：平日 40,000円

休日 80,000円

※電源あり（1,000W）
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③ユニモプラザ

1Fパークストリート中央のメインイベントスペース。大型雑貨店の目の前に位置し、近隣には「STARBUCKS COFFEE」
があり、常に多くのお客様で賑わいます。
各種PRはもちろん、ステージイベントや自動車展示イベント、地域物産展など、大型イベントにもご利用いただけます。

＜過去の実績＞
・自動車展示販売
・ライブイベント
・体験教室

面積：約80㎡
使用料：平日 75,000円

休日 150,000円

※電源あり（5,000W）
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④芝生広場

通行量の多い2つの出入口（①大型SM「ヤオコー」側出入口②レストラン街「マクドナルド」側出入口）に挟まれる
好立地で、多くのお客様の憩いの場となっている屋外スペース。
キッチンカーや動物ふれあいイベントなど、幅広いシーンでご利用いただけます。

＜過去の実績＞
・バンド演奏イベント
・動物ふれあいイベント

面積：約35㎡
使用料：平日 30,000円

休日 60,000円

※電源あり（5,000W）
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⑤ダイソー前

100円ショップ「ダイソー」前のスペース。
約1,000台収容のD駐車場出入口からつながっており、平日も安定して通行量の多いスペースです。

＜過去の実績＞
・太陽光パネルのPR
・住宅販売のPR
・化粧品のPR

面積：約15㎡
使用料：平日 50,000円

休日 100,000円

※電源あり（1,000W）
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⑥丸善前

書店「丸善」、メガネ屋「パリミキ」前のスペース。駐車場の入口も近く、常に通行量の多いスペースとなっています。
近隣には「UNIQLO」「GU」も位置しており、平日休日問わずお客様で賑わっています。

＜過去の実績＞
・携帯販売のPR
・住宅展示場のPR
・スポーツクラブのPR

面積：約10㎡
使用料：平日 50,000円

休日 100,000円

※電源あり（1,000W）
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⑦ユニクロ前

大型テナント「UNIQLO」前のスペース。近隣には「GU」「丸善」もあり、とても人通りの多いスペースです。
近くには大型SM「ヤオコー」に繋がるエスカレーターやフードコートもあるため、とても賑わっています。

＜過去の実績＞
・携帯販売のPR
・住宅展示場のPR

面積：約10㎡
使用料：平日 50,000円

休日 100,000円

※電源あり（1,000W）


