
イベントスペースのご案内

２０２１．０７．０１改定版

https://www.sendai-airport.co.jp/

東北を発着する航空利用者に一番に選ばれる国際空港
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所在地 宮城県名取市下増田字南原無番地

仙台空港へのアクセス
仙台空港アクセス線仙台駅より約２５分（快速１７分）

仙台空港ICから約５分

規模 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造、４階建

ターミナルビル
延床面積

約47,000㎡

店舗数 ２９店舗（催事売店含む）

旅客数（年間） ３７１万人 ※２０１９年度

駐車台数 １，８２３台（第一駐車場１，２７９台、第二駐車場５４４台）

施設概要①

・アクセスマップ

※2021年7月現在

・仙台空港構内マップ
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施設概要②

・仙台空港ターミナルビル フロアマップ



イベントスペースのご紹介
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各階イベントスペース

2F

1F
①

② 上部から

国内線出発口 国際線出発口国内線エアラインカウンター 国際線エアラインカウンター

①②
上部から
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1F イベントスペース （290㎡）

種 類 金額（税抜）

基本利用料金
（平日）

￥50,000 ／ 日
（9時〜19時）

基本利用料金
（土日祝日）

￥100,000 ／ 日
（9時〜19時）

電気容量 基本料金に含む（100V 15A）

マルチメディアウォール使用料・映像形式など
基本料金に含む ※要相談

MP4、4K（画面比率（アスペクト比）16：9）

イベント管理費（警備）
＠2,700円／1h（1人） （指定会社：陽光ビルサービス）

※イベント時の警備・誘導、設営撤去の立会等

平面図

（1)利用可能面積

紫部分（最大）約290㎡

(2)電源

・ 電源A 100V×2箇所

・ 電源B 100V×2箇所
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(3)その他
①高さ制限

・天井館内サイン下部（青枠） H2,500㎜以下
・天井館内サイン下部以外（赤枠） H4,000㎜以下

②ステージ上にはステージ用スポットライトがございます
③車いすでのご登壇可能な可動スロープが１台ございます
④お客様動線（2m以上）を必ず確保してください
⑤イベント中は、エスカレーター踊り場（ステージ正面上）・エスカレーター・2階エスカレーター乗降口に
お客様が立ち止まらないよう警備員または誘導員を配置するなど、お客様の安全を確保してください。
また、誘導員には腕章等を付帯し、イベントスタッフと分かるものを身につけて下さい。

⑥ステージ後方のマルチメディアウォール（大型モニター）をご使用になられる際は、事前にデータをいただき、
画像および動画を確認させていただきます
※通常は広告を放映しておりますので、イベント映像を放映するにあたっては、事前調整が必要です

⑦アンカーや杭などの打付けによる床面への固定はできません
⑧イベントスペースには給排水設備はございません
⑨イベント用備品を保管やお預かりするスペースはございません
⑩館内放送の音量調整や、放送を止めることはできません
⑪上記以外での設営を希望する場合は、別途ご相談ください
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2F イベントスペース （120㎡～155㎡）

種 類 金額（税抜）

基本利用料金
（平日）

￥100,000 ／ 日
（9時〜19時）

基本利用料金
（土日祝日）

￥200,000 ／ 日
（9時〜19時）

電気容量 基本料金に含む（100V 15A）

イベント管理費（警備）
2,700円／1h（1人） （指定会社：陽光ビルサービス）

※イベント時の警備・誘導、設営撤去の立会等

平面図

(1)利用可能面積

・ 赤+紫部分（最大）約155㎡

・ 紫部分 約120㎡

電源

天井館内
サイン下部以外

天井館内
サイン下部

国際線出国検査場

(2)電源

・ 電源 100V×12箇所

(3)その他
①高さ制限

・天井館内サイン下部 H4,000㎜以下
・天井館内サイン下部以外 なし

②窓側にマッサージチェアを設置しておりますので、マッサージチェアまでの動線（1m以上）を必ず確保してください
③イベントスペースは国際線出国検査場の近くとなりますので、お客様動線（2m以上）を必ず確保してください
イベントで行列が予想される場合、必ず警備や誘導員を配置し、行列の整理誘導してください

④お客様動線（2m以上）を必ず設けてください
⑤什器や備品とは別に在庫置き場を設ける場合は、お客様の侵入予防のため、施錠が出来る状態にするか、

開ける四方を開けるなど見通しをよくする工夫をしてください
⑥電源コード類がお客様動線をまたがざるを得ない場合は、配線カバーを施し、お客様の安全を確保してください
⑦現地に設置している椅子などを動かした場合は、イベント終了後に必ず元の場所へ戻してください
⑧アンカーや杭などの打付けによる床面への固定はできません
⑨イベントスペースには給排水設備はございません
⑩イベント用備品を保管やお預かりするスペースはございません
⑪館内放送の音量調整や、放送を止めることはできません
⑫上記以外での設営を希望する場合は、別途ご相談ください



イベントスペース利用規程
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■下記の項目に該当するものは実施できません

● 法令などにより禁止されているもの

● 美観を損なうもの

● 公序良俗に反するもの

● 危険と思われるもの

● 火災、爆発、その他防火上危険の生じる恐れがあるもの

● 音量、照明、集客等で周辺テナント及び航空会社へ影響を及ぼすもの

● 政治的、または思想的意図のあるもの

● 通行の妨げになるもの（指定場所以外の仮設物の設置）

● その他、施設のイベントとして運営上支障のあるもの、もしくは不適当と
認められるもの

● 空港の運営・運用に影響を及ぼすもの

イベントスペース 利用規定

● 当施設内のテナントと競合する物品の取扱いにつきましては、事前申請の
うえ検討・調整いたします

● 物品販売、契約行為、勧誘行為、寄付行為、配布宣伝、撮影・録音等は、
事前に内容と運用の審査を実施いたします

● 試飲・試食を実施する場合は、事前に内容審査を実施いたします。必要に
応じて保健所へ届出を行い、許可を得る様お願いいたします

■下記の項目については事前にご相談ください
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イベントスペース 利用手続き

● ⑤関係機関への届出

必要に応じて所定の届出を所轄の関係機関に提出

事前に仙台国際空港㈱の承認を受けてください。

● ③仙台国際空港㈱が内容を確認して承認

電話もしくはメールにて申込者に承認連絡

正式申込みより
2週間以内

● ④実施計画書・施行図面・各種申請書類の提出

『実施計画書（企画書）』、『施工図面』『作業申請書』
など『各種申請書類』を提出。必要に応じて打合せ

計画の内容により修正をお願いする場合があります。

● ⑥実施

● ①仮予約

仙台国際空港㈱施設営業部顧客サービスグループ

電話 0２２-３８３-６２０５
（イベントスペース担当者宛）
※営業時間 平日９：００～１７：００

FAX 0２２-３８３-４５６０

仮予約より1週間以内 ● ②正式申込み

『イベントスペース使用申込書』に必要事項を記入の上、
イベント企画書と一緒にメールもしくはFAXにて提出

期間内に手続きがない場合キャンセルとなります。

６ヶ月前～2ヶ月前位
（受付開始日）

実施当日

イベント実施の
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イベントスペース 利用手続き

①仮予約

（１）仮予約期間は最長１週間です。 ※ただし原則、決定優先となります

②正式申込み

（１）必ず利用規程を読み、了承の上お申込みください。

（２）『イベントスペース使用申込書』に必要事項を記入の上、イベント企画書と一緒にメールもしく
はFAXにてお申込みください。

（３）原則、実施日の６ヶ月前から2ヶ月前までのお申込みを受付いたします。

③仙台国際空港㈱による実施の可否検討・協議、利用承認の連絡

（１）ご提出された『イベントスペース使用申込書』に基づき検討した後、実施を承認、連絡させてい
ただきます。

④実施計画書（企画書）・施工図面・各種申請書類の提出（原則、実施２週間前まで）

（１）実施計画書（企画書）に以下の内容を明記し、施工図面とともにご提出ください。
（実施概要、運営員配置、設営・本番・撤去スケジュール、警備体制、緊急時対応）

（２）下記の各種申請書類をご提出ください。
・『イベント関連作業申請書』
・『イベント関連作業内容・緊急連絡体制表』
・『作業申請書』（作業員４名以内の場合）
・『作業者名簿』（作業員5名以上の場合）
・『空港ターミナルビル内撮影許可申請書』（撮影が伴う場合）
※空港ターミナルビル内は保安上撮影禁止区域が多数あります。撮影する際は『空港ターミナル
ビル内撮影許可申請書』記載の撮影ルールを必ず確認し、厳守してください。

⑤関係機関への届出

（１）安全・運営管理・環境管理の観点から、必要に応じて所轄の消防署、警察署、保健所等へ
届出いただき、許可を得てください。

（２）各官庁には仙台国際空港㈱の承認を受けた後、届出ください。

（３）各官庁の認可書類のコピーを仙台国際空港㈱へ提出ください。

●基本利用料金について
・設営、撤去日もイベント期間と同じ料金体系が適用になります

●物販催事について
・原則、当施設にて売上管理を行いますので、イベント終了後『売上報告書』をご提出ください
・主催者様にてレジをご用意ください
・当空港駐車場では館内お買い物金額に応じた割引サービスを実施しています。レシート、領収書
は必ずお客様へお渡しください。（お買い物サービスはＰ16参照）

●キャンセル料について
・正式申込みから実施15日前までのキャンセル ⇒ 基本利用料金の50％
・実施14日前を切ったキャンセル ⇒ 基本利用料金全額
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●イベントの実施可能エリア

・原則、指定範囲内のみでの実施となります。範囲外での展開は実施できません

施設からの許可なく指定範囲外でイベント等を行った場合は、即刻中止させていた
だく場合がございます

●造作物の設置可能スペース

・ 事前に施工図面を提出し、確認を行ってください

・ 造作物等は図面上、指定エリア内に設置してください

・ 造作物については防炎処理されたものに限ります

・ 造作物等の高さは規制以下に収め、設置取付には安全に十分配慮ください

・ 防炎シャッター、避難扉、火災報知機など防災設備の操作および可動を妨げる

恐れのある、造作物および展示物の設置は絶対におやめください。

●イベント実施中のお客さまの整理誘導

・係員を配置し安全確保の上、整理誘導を行ってください

イベントスペース イベント実施の範囲

■イベントの実施は必ず以下の指定エリア内で行ってください。
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●イベントスペース 原則９:００～１９:００（開館時間６:１0～2２:００）
利用時間

●設営・撤去時間 ［設営］イベント前日１９:００～イベント当日９:００
［撤去］イベント終了後〜2３時（手運び・台車程度）
［荷捌場使用可能時間］6 :０0 〜2２ ：０0

※23時～翌８時まで作業される場合は、必ず事前に申請してください
※前後使用状況等により調整をお願いする場合があります
※開館中の大物搬出は、都度の確認が必要です
※閉館後の作業で館内の照明が必要な場合は、事前に申請してください
※搬出入の際にご使用される梱包材・箱などをお預かりするスペースは
はございません

●両替機稼動時間 8:45～16:00（ターミナルビル1F 七十七銀行ATM）
※売上金・両替金のお預かりは出来ません。

●荷捌き場エレベーター 扉 幅：1,000mm以下、高さ：2,100mm以下

かご内 幅：1,400mm以下、高さ：2,300mm以下、

奥行き：1,400mm以下、積載荷重：1,500kg以下

●ゴミ処理 原則、ゴミはお持ち帰り願います

●給排水設備 ターミナルビルM2階にある給湯室をご利用ください
従業員通路を通る際は必ず身分が分かる証明書（作業者腕章（緑）など）
を身に付けてください

※飲食を伴うイベントで、保健所の指導により常設以外に設備が必要な場合は、
主催者側で用意をお願いします。

例）排水設備（ポリバケツ等）
手指用洗浄・消毒設備、器具用洗浄・消毒設備・冷蔵設備等

● 2階イベントスペースから
給湯室までの順路

イベントスペース 施設諸元

【２階フロア】

【Ｍ２階フロア】

イベントスペース

防災センター

給湯室
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●入館手順について

・実施２週間前までに『作業申請書』・『作業者名簿（必要に応じて） 』にて入館するスタッフの申
請を行ってください。

① ターミナルビル1階西側の守衛室にて入館手続きを行い腕章（緑）、入退室管理システム用
カードキー（以下「ICカードキー」）を受領し着用してください。腕章やICカードキーの紛失
は絶対に許されませんので、必ず着用するなど管理を徹底してください。

ビルの開館時間 ６:１０～２２:００
守衛室勤務時間 ６:００～２２:００

② 腕章（緑）着用後、イベントスペースへ移動してください。※ランドサイド（一般区域）と
バックヤードを隔てるセキュリティ扉は、ICカードキーにて開錠します。

③ 腕章の代わりに自社製作の身分証明を着用することも出来ます。その場合は作業届出書提出時
に申請してください。

スタッフ入退館について

●退館手順について

①ターミナルビル西側の守衛室にて退館手続きをおこない、腕章（緑）とICカードキーを返却して
ご退館ください。（守衛室勤務時間外はM2階防災センターへ返却）

※守衛室勤務時間外のターミナルビル入館は、出入口のドアホンにて作業腕章の着用を確認した上で、
遠隔操作にて開錠します。

※腕章など交付手続き及び返却は、現場責任者が一括して行ってください。

イベントスペース

【2階フロア】

守衛室

荷捌き場
エレベーター

【1階フロア】

エレベーター・階段

【M2階フロア】

防災センター

【1階守衛室から2階イベントスペースまでの入館動線】
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●搬入出手順について

・実施２週間前までに『作業申請書』にて搬入車両の申請を行ってください。

・ターミナルビル西側のゲートバー付出入口より業務専用駐車場へ入庫してください。
※仙台国際空港㈱の業務専用駐車場は、インターホンによるゲートの開閉を行います。
用件・会社名を伝えてください。

・車両駐車後、守衛室にある来館記録簿に会社名、氏名、車両番号、来館時間を記入し
てください。

・原則、業務専用駐車場内荷捌場での駐車時間は３０分、業務専用駐車場の駐車時間は
1時間です。それ以外は有料駐車場（仙台空港お客様第１・第2駐車場または周辺駐車
場）をご利用ください。

・荷捌場の利用可能時間は6:00～22:00です。ただし事前に申請を行えば夜間作業も可
能です。その場合は荷捌場に係員を配置するなど、不審者の侵入防止に努めてくださ
い。

・イベントスペースまでの搬入経路は、スタッフ入館経路と同経路です。ただし資材等
の搬入においてEVに収まらない場合には、１階および２階ロビーを経路とすることが
できます。（ただし、ロビーの使用はビルへ閉館後とし、警備へ事前連絡が必要とな
ります）

◆車両搬入（例）

２０:４５ 車両入庫→荷物をおろし車両出庫

２１:００ 従業員入口より入館し設営開始

◆車両搬出（例）

１９:００ イベント終了

１９:３０ 撤収・撤去作業開始→荷捌に荷物移動、

荷物を車両搬出

搬入出・設営撤去作業について①
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割引額

お客様第１駐車場 お客様第２駐車場

レシート金額合計（税込）２，０００円以上

２時間相当額無料

４００円割引 ２００円割引

■仙台空港お客様駐車場 お買い物サービスについて

■イベント用倉庫・控室などのご利用について

イベント専用の倉庫や控室はございません。別室を希望する際は、別途ご相談ください

仙台空港では、空港内でのお買い物・お食事利用で、駐車場料金の割引が受けられるサービスを行ってい
ます。

※割引の適用は、当日中入出庫のお客様に限ります
※入出庫当日のレシート合算が可能です
※割引手続きは1階インフォメーションにて行います
※物販を伴うイベントについては、必ずレジや領収書を用意し、購入したお客様へレシート・領収書
をお渡しください

その他①
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●トイレ・喫煙所について

・お客様用のトイレ・喫煙スペースは利用禁止です。バックヤードの従業員用トイレ、
従業員休憩室の喫煙スペースを利用してください。

●休憩について
・館内のお客様用の椅子は使用できません。従業員休憩室を利用してください

●試飲／試食について
・必要に応じて保健所の許可を得てください

●警備について
・イベント実施中は当社指定警備員もしくはイベント申込者が準備した係員をかならず

配置し、安全確保の上、整理誘導を行ってください
●給排水施設／倉庫について

・イベントスペースに給排水設備、備品などをお預かりするスペースはございません
●音量について

・館内アナウンスに支障のないレベルを上限とさせていただきます
●駐車場について

・イベント用の駐車場はございません。仙台空港お客様第１・第2駐車場または周辺駐車
場をご利用ください（有料）

●各連絡先

・仙台国際空港株式会社 022-383-6205 平日9：00～17：00
（イベントスペース担当）

・防災センター 022-383-4535 24時間対応

・仙台空港インフォメーション 022-382-0080 毎日6：30～21：45

イベント実施にあたってのお願い

その他②

【イベントスペースに関するお問い合わせ先】

仙台国際空港株式会社 施設営業部顧客サービスグループ イベントスペース担当

TEL：022-383-6205 FAX：022-383-4560

従業員用トイレ

従業員休憩室
（内喫煙所）

【1階フロア】

【M2階フロア】

守衛室


