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０１．基本情報

モール名称 イオンモール伊丹昆陽

所在地 〒664-0027 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地１

代表電話番号 072-773-6980

出店店舗数 約150店舗

敷地面積 66,200㎡

総賃貸面積 52,186㎡

駐車台数 2,400台

営業時間

専門店 09：00～21：00
レストラン 10：00～22：00
イオン直営店(1階） 09：00～23：00
イオン直営店(2-3階）09：00～22：00

休業日 年中無休

平均来場客数 平日 20,000人、土曜 40,000人、日祝 45,000人



０２．アクセス

伊丹市営ﾊﾞｽにて、JR・阪急伊丹駅より約20分。「池尻」「大樋橋」下車（片道210円）

阪神ﾊﾞｽにて、JR・阪急宝塚駅より約20分、阪神尼崎駅より約20分。「池尻」下車（片道220円）



０３．イベントスペース紹介

■イベントスペース各位置図

①1階（緑の広場）

②1階（光の広場）

③2階（無印良品前ﾃﾞｯｷ）

④2階（ﾋﾟﾝｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ）

⑤3階（Gﾗﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ）

⑥3階（koyaキッチンﾞ横ﾃﾞｯｷ）

⑧3階（ｴｰﾋﾞｰｽﾄｱ前ﾃﾞｯｷ）

⑦3階（ﾌﾞﾘｰｽﾞ前ﾃﾞｯｷ）



０３．イベントスペース詳細

① 1階 「緑の広場」

■会場説明
館内では最大のイベントスペース、キャラクターショーなどの集客イベントや車の展示会など、様々
なイベントを開催しております。

■会場写真 ■会場図面

■会場名称



② 1階 「光の広場」

■会場説明

■会場写真 ■会場図面

■会場名称

０３．イベントスペース詳細

館内では2番に大きいイベントスペース、集客イベントや車の展示会など、様々なイベントを開催して
おります。



０３．イベントスペース詳細

■会場名称

③ 2階 「無印良品前ﾃﾞｯｷ」

■会場写真 ■会場図面

■会場説明
大型店舗やコーヒーショップに隣接し、人だまりが出来やすい区画です。

ワークショップや通信関連などのイベントに適しています。



０３．イベントスペース詳細

■会場名称

④ 2階 「ﾋﾟﾝｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ」

■会場写真 ■会場図面

■会場説明
2階フロアに位置し、直営に近い区画です。サンプリングやアンケートなどにご利用出来ます。



０３．イベントスペース詳細

■会場名称

⑤ 3階 「Ｇﾗﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ」

■会場写真 ■会場図面

■会場説明
小スペースですがフードコートに近く、キッズ・ファミリー向けの集客が見込めます。

サンプリングスペースとしても有効です。



０３．イベントスペース詳細

■会場名称

⑥ 3階 「koyaｷｯﾁﾝ横ﾃﾞｯｷ」

■会場写真 ■会場図面

■会場説明
フードコートに近く人だまりも出来やすい為、様々なイベントを開催出来ます。

スペースは大きくはありませんが、人気の区画です。



■会場写真 ■会場図面

■会場説明
3Fフロアでは一番直営に近い区画です。区画は大きくはありませんが

通信関連やサンプリングなどに適しています。

■会場名称

⑧ 3階 「ｴｰﾋﾞｰｽﾄｱ前ﾃﾞｯｷ」

０３．イベントスペース詳細



■③④⑤「２Ｆ吹抜け通路部分」 ⑥⑦⑧ 「３Ｆ吹抜け通路部分」平面図

０３．イベントスペースのご案内（一覧）

■スペース利用料金

※利用料金は参考価格です。
※ご利用時期・期間・ショッピングモールとしてのイベント性等により変動する場合がございます。
※イベント内容については、企画審査がございます。ＰＲ内容を都度、打合せをし、内容によっては実施できかねる場
合もございます。予めご了承ください。

■注意事項

図面 フロア イベントスペース名称 坪数
参考利用料金（消費税別途） 単位：円

土・日・祝（１日） 平日（１日）

① １ 緑の広場 25 350,000円 120,000円

② 1 光の広場 25 350,000円 120,000円

③ 2 無印良品前ﾃﾞｯｷ 7 150,000円 40,000円

④ 2 ﾋﾟﾝｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ 7 150,000円 40,000円

⑤ 3 Ｇﾗﾝﾄﾞ前ﾃﾞｯｷ 7 150,000円 40,000円

⑥ 3 koyaキッチン横ﾃﾞｯｷ 7 180,000円 40,000円

⑦ 3 ﾌﾞﾘｰｽﾞ前ﾃﾞｯｷ 7 150,000円 40,000円

⑧ 3 ｴｰﾋﾞｰｽﾄｱ前ﾃﾞｯｷ 7 150,000円 40,000円

⑨

⑩



０４．館内ルール

入館方法 防災センターより手続きの上ご入館ください

手続き方法 イオンモール事務所へ、所定の「入店作業届」を事前にご提出ください。

着替え場所 ございません

休憩所 ３Ｆに従業員休憩室がございます。

控室 会議室・応接室など空きがあればご案内可能です。ご相談ください。

使用可能な化粧室 各階後方スペースをご利用ください。

使用可能喫煙場所 3F従業員喫煙室をご利用ください。

貸出し可能備品 別ページ記載

ごみ処理 基本的にはお持ち帰りをお願いしております。

会場内サンプリング 所定の場所がございますのでご相談ください。

記録写真撮影 「撮影許可書」をお渡ししますのでお申し出ください。

申請書類 別ページ記載

宅配便カウンター ヤマト運輸・佐川急便との館内配送提携がございます。

イベント会場詳細 別ページ記載

※お客さまのご利用を最優先するため、駐車場やトイレ等を始め、
さまざまな手続きは下記ルールを必ず守ってください。※



０５．設営・撤去

作業可能時間

営業時間中の作業は原則禁止となります。

閉店後21時以降、翌朝9時まで。

※高所作業が必要な場合は別途ご相談ください。

※イベント会場や状況によって異なります。

搬入車両

夜9時から翌朝6時30分の間は搬入口から車の出し入れができません。

上記時間以外に搬入口に停車し、荷下ろしをした後、指定の駐車場へ駐車下
さい。

台車 搬入口にて貸出しをしております。お申し出ください。

注意事項

・営業時間中のイベント会場への納品は、手押し台車のサイズまで。

・終了後は原状回復を確実に行ってください。

・会場清掃及びゴミ片付けは基本的には自社にてご実施ください。



０６．後方図面

入退館口

搬入口（荷捌場）

■イオンモール事務所



０７．後方施設案内

■喫煙室 ■休憩室

■注意事項
・イベント関係者の、お客さま用施設の利用は禁止です。（喫煙室・トイレ含）
必ず所定のスペースをご利用ください。

・控室が必要な場合は事前にご連絡ください。

■従業員用トイレ ■休憩室

■控室・会議室



０８．関係者受付・駐車場

≪入館証≫

■入館時は窓口にて受付を行い、入館証を受け取ります。
■退館時は入館時と同じ窓口にて受付を行い、入館証を返却します。
■イベント開催ご関係者様は必ず受付を行ってください。

■駐車場を使用する際は事前に提出する入館・作業届にその旨を記入してください。

≪臨時駐車場≫



０９．各種申請書類

□個別催事事前届出書
⇒イベント申込時に使用します。

□入店工事・作業届 （必須）
⇒後方からの入館申請に使用。
（駐車場使用の有無も記入）

□備品貸出表
⇒備品使用申込時に使用します。

イベントスペースの申込時など、各種申込時には所定の申請書類にて申込下さい。



１０．貸出可能備品

什器 サイズ（ｍｍ） 貸出可能数 金額（税別・１台あたり）

ベルトパーテーション

Ｈ800 60台 300円

長机

Ｗ1800×Ｈ700×D600
20台 500円

椅子

500×500×700 80脚 100円

KOYAパネル

W900×H2200 20台 300円

ステージ
音響等 D1200×W2400

（ステージ）
6台 1,000円

イベント申込時にご相談ください。

■注意事項 ※他イベントとの調整上、全てお貸出しできないこともございます。予めご了承ください。

※当什器使用によるトラブルについての責任は負いかねます。
※賃料を頂いている場合は備品は無料で貸出ししています。※その他にも御座います。詳しくはご相談下さい。



■申込について

・3ヶ月前より承ります。なお、お電話でのお申込みの後、「催事申込書」並びに「催事

企画書」をご提出いただいた時点で正式なお申込み受領とさせていただきます。

・キャンセルについては、１ケ月前までにお申し出ください。それを過ぎるとペナルティ

を頂くことがございます。（催事金額の50%）

・初めてのご利用の場合は上記書類に加え 会社概要 印鑑証明をご提出頂きます。

■会場内について

・地震や火災など、館全体でトラブルが発生した場合は、イオンモールスタッフの

指示に従ってください。

・会場内での事故やトラブルは、自社にて解決に努め、必ずイオンモールへご報告を

お願い致します。

・イベント実施にふさわしい言動・服装をお願いいたします。お客さまからのご指摘を

含め、適切でないと判断した場合は、イベント中止とさせて頂くこともございます。

・音の出るイベントの場合 事前に音量チェックをさせて頂き イオンモールスタッフ

の指示に従って頂きます。

■その他

・自転車、バイクでご来場の際は従業員用駐輪場をご利用ください。

車でのご来場の際は別途 近隣の駐車場をお借りください。（お客様駐車場は絶対に

使用しないでください。発覚した場合は罰金20,000円を頂き即刻退店頂きます）

１１．注意事項



１２．過去のイベント使用例

□緑の広場
□光の広場

□2F ﾋﾟﾝｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ前□3F koyaキッチン前


