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MBSの本社１階にある、誰でも利用できるプラザ(広場)

ステージ ロビー らいよん
デイリーストア

タリーズコーヒー

収容人数
立席：320人
着席：170人

横長サイネージを
活かし

PRにも対応！

番組関連グッズから
食料品まで幅広い
商品ラインナップ！

美味しいコーヒーで
ゆっくり

くつろげます！

街に向かって開かれた「人があつまる放送局」。
ショッピング、グルメ、ファッション、スポーツ、ホテル、観劇、映画、書籍、雑貨、音楽・・・、

あらゆるエンターテインメントが集まる茶屋町にみんなが気軽に入れるプラザです。

若者を中心に多くの人で賑わう街、うめだ茶屋町に位置するMBS本社１階にたくさんの方に訪れていただき、
アナログとデジタルのコンテンツが融合した、

楽しく心地よい気持ちになれるような、開かれた放送局を目指します。
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ちゃやまちプラザ プラステージ

静止画・動画が放映できる
９面マルチモニター

照明機材完備！ 座椅子170席完備！

使用の申し込み方法

まずはお電話を！（ご利用希望日の半年前から申し込み受付け可能）

０６－６３５９－１１２３（代表）Mビジョン推進局企画部

空き状況を確認し、仮予約を承ります。
※仮予約後、２週間以内にご使用するかどうかご連絡ください。

正式な使用申し込みには、
所定の「使用申込書」と「企画書」の提出が必要です。

ご利用が決定した場合は「プラザ使用請求書」を発行いたしますので、
２週間以内に予約金をお支払いください。※詳しくは＜使用規定＞参照

※消費税別
※仕込み利用については公演利用料金の70％となります。
※時間外利用（10時以前・20時以降）1時間につき、使用料金の20％になります。
※楽屋および付帯設備使用料金については、別途お問い合わせください。

39㎡（W7,200mm×D5,400mm×H750mm）

95㎡（W9,500mm×D10,000mm×H12,000mm）

200,000円／日 150,000円／日

※音響および照明スタッフの人件費は別
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公開収録イベント 音楽LIVE・特典会 社内PRイベント

交流イベント 勉強会やセミナー

展示会・販売会

そのほか

記者会見やハッカソンの会場として、
演劇の稽古場やダンス披露宴の会場として、
また、著名人によるトークショーの会場として、
様々な用途でご利用いただいております。

※あくまで使用例でございますので
利用用途に関しましては、お気軽にご相談下さい。

テレビやラジオ番組の
公開収録イベントや
ライブの会場として

様々なアーティストや
アイドルによるライブ、
握手会などの会場として

社内PRのための
試飲会・試食会などの

会場として

観光公社による
地域PRを兼ねた

交流会の会場として

パワーポイントの画面を
９面マルチに映し出し、
セミナー会場として

様々な商品の
展示会や販売会の

会場として
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（パネル展使用例） （展示会/物産展 使用例） （車展示会 使用例）
（実績例/2014 KoreaTravel

Fair in Osaka）

ロビー使用レイアウト例

横長サイネージ

日程や利用面積により異なります。
Mビジョン推進局・ちゃやまちプラザ担当にご相談ください。
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長期間の宣伝展示

企業の協賛ブース ○○教室の開催

ステージ&ロビーで大規模イベントの開催も可能

テレビ・ラジオ番組や
映画、イベントなどの
告知ブースとして

これまでには兵庫県や

伊勢志摩など、様々な
地域の物産展を開催

（開催例）将棋まつり
ステージでは大盤解説を実施！

ロビーには将棋の対決ができるスペースを設け
ちゃやまちプラザ全面でイベントを開催！

イベントの協賛金を
いただいた企業様の

展示・販売ブースとして

（開催例）
「ちびっこ向け

てるてる坊主づくり教室」

※

あ
く
ま
で
使
用
例
で
ご
ざ
い
ま
す
・

利
用
用
途
に
関
し
ま
し
て
は
、
お
気
軽
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。

物産展会場

グッズ販売会場

様々な商品の
展示会や

販売会の会場として

トークショー開催

トークショーは
ステージでもロビーでも

開催が可能！

-5-ちゃやまちプラザ ロビー 使用例



Ｃ

Ｃ

『ダックスビジョンキラキラ』
18面マルチビジョン ９面マルチビジョン

『ステージサイネージ』

ロビー ステージ

＜１８面マルチビジョン（５５インチ縦型） 参考表示例＞

『ちゃプラ西側サイネージ』

３面マルチビジョン

データ形式 ：BMP(32BIT)
データサイズ：1080×1920

Ｃ
PC接続対応
DVD再生対応

2019年に新設！
梅田芸術劇場側からも

よく見えます。

Ｃデータ形式 ：JPEG又はMP4
データサイズ：1080×1920
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（2014.4韓国イベント）のもうひとつの顔。
ＭＢＳグッズショップ“らいよんデイリーストア”！！

グッズショップは、コンビニエンスストアのデイリーヤマザキとのコラボストアです。
お客様をお迎えするのは、ＭＢＳキャラクター「らいよんチャン」のファサード「まァらいよんチャン」。

ＭＢＳの人気グッズ「らいよんチャン」はもちろん、テレビ・ラジオでお馴染みの
番組関連商品を多数取り揃えております。

らいよんデイリーストアは、番組関連グッズ販売を含め、デイリーヤマザキへの営業業務委託により運営しております。
各種商品の販売、お取次ぎの窓口は、ＭＢＳ Ｍビジョン推進局開発部にて行っております。

テレビ・ラジオの番組関連商品、イベント関連商品の通常（レギュラー）販売から、
短期（単発）の販売商品までお気軽にご相談ください。

・販売商品につきましては、ＭＢＳ、デイリーヤマザキの商品販売会議を経て、決定いたします。
・ＭＢＳ１Ｆの「らいよんデイリーストア」での販売を基本と致しますが、

販路拡大により、デイリーヤマザキ各店での販売の可能性もあります。（関西エリア直営店＝３６店舗）
・ちゃやまちプラザ（ロビー・ステージ）使用のイベントの物販につきましてもご相談ください。（カート販売等可能）

ご相談・ご用命はMBS Mビジョン推進局開発部（06-6375-7576)
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当プラザは、「人が集まる放送局」をテーマに、楽しく心地よい空間づくりの創出を目的としています。プラザの使用に関しましては、MBSの主催事業を優先させて
いただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

【第1章 使用の申し込みについて】
１- ご利用希望日の半年前から申し込みを受付けます。
２- お電話で、ステージもしくはロビーのいずれかの利用かを、お伝えいただき、空き状況をご確認ください。

その際、仮予約を承りますが、2週間以内でご使用するかどうかご連絡ください。（半年以内の場合は決定優先）
３- 正式な使用申し込みは、使用責任者が所定の「使用申込書」に必要事項を記入・捺印のうえ、「企画書」を添えてご提出ください。
４- ご利用が決定した場合、当プラザから「プラザ使用請求書」を発行いたしますので、

2週間以内に予約金（初利用の場合は使用料金の100％ 2回目以降のご利用は50％）をお支払いください。
ご入金の確認ができない場合は、申し込みを取り消されたものと判断いたします。

５- プラザ利用申し込み後に使用者の都合でキャンセルされる場合は、予約金および使用料の返金はできません。
６- 「使用申込書」に記載された内容の変更はできません。

【第2章 使用の制限について】
次の事項に該当する場合、プラザの使用はできません。すでに承諾している場合でも使用の取り消し、もしくは、使用中止をさせていただきます。
また、使用者側の損害賠償や営業補償には応じられません。
１- 「使用申込書」の記載に偽りがあった場合。
２- プラザ使用規定、もしくはそれに基づく注意事項に従わない場合。
３- 使用の権利を他に譲渡、または転貸した場合。
４- ロビーエリアでの催事内容が興行場法、もしくは関連する他法令に基づく手続きが必要な場合。
５- 建物、付帯設備を破損、または滅失するおそれがあると認められる場合。
６- 公の秩序、または風紀を乱すおそれがあると認められた場合。
７- 大規模地震対策特別措置法により、警戒宣言が発令された場合。
８- 不測の事故、災害、その他の不可抗力により施設などの利用ができなくなった場合。
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９- 消防署、警察署等の関係諸官庁から中止命令が出た場合。
10- 他の利用者、もしくはプラザ館内の関係者、または来館者・会場周辺および近隣に迷惑を及ぼすと認められる場合。
11- 利用者が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業、もしくは関係者、総会屋、社会運動（人権運動、政治活動を含む）標榜ゴロ、または、特殊知能

暴力団など、その他暴力的、もしくは不当な要求行為などにより、市民社会の秩序や安全に脅威を及ぼす団体、もしくは個人(以下、総称し「 反社会勢力」)に
該当することが判明した場合。

12- 反社会勢力、反社会勢力の関係者、または事業内容や目的が明確でない団体や個人が主催、共催、後援、もしくは協賛をする行事に利用する場合。
また、これらの団体、または個人の利益になると認められた場合。

13- その他、当プラザの運営上支障があると認められる場合。

【第4章 事前の準備】
１- 催事、公演を円滑に進行させるため、使用日の2週間前までに運営計画書を作成し、プラザ運営担当者と打ち合わせを行ってください。
２- 特殊効果や、水などを使用する場合は、必ず事前にプラザ担当者に確認して下さい。
３- プラザ使用者側で、催事および公演期日に間に合うよう関係官庁等への届け出を行い、その許可証を提示してください。

届け出の不備により開催ができなくなった場合、プラザ側に責任はありません。
使用料金の返還はできませんので、くれぐれもご注意ください。

※火気危険物関係 大阪市北消防署 電話：06-6372-0019
※警備関係 曽根崎警察署警備課 電話：06-6315-1234
※食品衛生関係 大阪市保健所 電話：06-6313-9518
※著作権関係 （社）日本著作権協会大阪支部 電話：06-6244-0351

４- ロビーおよびステージの装飾について、
初期状態からロビーおよびステージのレイアウトや装飾を変える場合は、原状回復も含めすべて実費負担となります。
なお、装飾状態は番組などの利用で都度変化しますので、必ず事前にプラザ運営担当者に確認してください。

【第5章 その他使用上の注意】
１- 催事および公演に関わる来場者のプラザ内外での整理・誘導および盗難・事故防止は、使用者側で責任をもって行ってください。
２- プラザ敷地内におけるポスター類の掲示、およびチラシ等の配布については、当プラザの指示に従って行い、指定の場所でお願いします。
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３- プラザ使用中（搬入出を含む）での、建物、諸設備、器具、備品等の破損、紛失については、その損害について賠償請求いたします。
その他、本規定に違反して発生した、人的・物的損害に対する賠償責任は、使用者側にて負担いただきます。

４- 使用に関しては、当プラザ運営責任者と十分協議のうえ、その指示に従ってください。

【第6章 プラザでの物販について】
催事や公演に伴う物品の販売については、予め当プラザの承認を得ているもののみ可能とし、当プラザ指定の場所で行っていただきます。
必ず事前に運営担当者と、商品内容や出店料および、物品販売手数料などについて打ち合わせと確認をしてください。

【第7章 ステージエリアの定員について】
ステージエリアの定員は、３つの運用を基本とします。（※平面図を参照）椅子や机など什器を利用する場合は、
プラザが所有する指定の什器以外は使用できません。背もたれ付きの椅子を使用する場合は必ず連結固定してください。
１- アリーナに椅子を並べて、観客が着席状態で運用する場合（平面図①）の定員は、最大170席とします。
２- アリーナに椅子を並べて、後方を立ち見にして運用する場合（平面図②）、立ち見エリアの定員は、椅子1席減らすごとに2人として計算します。
（例）椅子席100の場合は、後方の立ち見は140人となります。

３- アリーナ全面を立ち見として運用する場合（平面図③）の定員は、最大320人とします。
４- 上記１～３以外で運用する場合は、必ず事前にプラザ運営担当者と協議をしてください。

【第8章 避難誘導について】
緊急時における催事および公演に関わる来場者の避難誘導は、使用者側で責任をもって行ってください。
１- ロビーエリアの避難口は、東西南北にそれぞれ1カ所ずつあります。ロビーエリアで来場者が滞留する催事をする場合は、2カ所以上の避難口に誘導員を配置して

ください。
２- ステージエリアの避難口は南北に1カ所ずつあります。ステージで観客を伴う催しをする場合は、それぞれの避難口に誘導員を配置してください。
３- 避難用に必ず所定の通路を確保してください。また、避難を妨げる要因になるものは排除してください。
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