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歌舞伎町商店街街路灯フラッグ
に関する資料

歌舞伎町タウン・マネージメント

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-18-14
新宿北西ビル10階

TEL：03-3207-4516 FAX：03-3207-4519
Mail：information@d-kabukicho.com

2023年4月1日 現在
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ゴジラロード（セントラルロード）等フラッグを活用した効果的なプロモーションを行って
みませんか！

歌舞伎町は新宿東宝ビルに伴い新たなエンターテイメントシティとして生まれ変わりました。

外国人観光客だけでなく、カラオケや合コン等を目的として多くの若者が飲食店等の利用の
ため街を訪れています。

現在、ゴジラロード（セントラルロード）には、人々が歩きやすいよう、歩道を広げ、街路等と
調和した商店街灯を設置されており、様々なイベントにも活用されております。

さらに、その周辺にあります大久保公園やシネシティ広場はイベントスペースとなっており
ますので、広告媒体と組み合わせる事により、大きなプロモーション効果が期待できます。

ぜひ、商店街灯フラッグを活用したプロモーションを行いませんか。
皆様のご連絡をお待ちしております。

※なお、商店街灯フラッグを活用して得られる媒体収入は、歌舞伎タウン・マネージメントの公益的
事業の財源となり、歌舞伎町の賑わいと安全・安心なまちづくりのために活用されます。

媒体場所住所
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町1丁目
歌舞伎町ゴジラロード（セントラルロード）/新宿東宝ビル西側/シネシティ広場

ゴジラロード（セントラルロード）周辺地図拡大図
※青点線がゴジラロード（セントラルロード）

ゴジラロード（セントラルロード）周辺地図
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（ゴジラロード（セントラルロード）/ 
歌舞伎町リニューアル祝賀イベント）

フラッグ掲出例設置例（ゴジラロード（セントラルロード）/ シネシティ広場）

（ゴジラロード（セントラルロード）
/キリン一番搾り 東京づくり商業広告）

（シネシティ広場/ 歌舞伎町リニューアル祝賀イベント協賛イベント広告）

フラッグ設置可能街路灯位置図
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フラッグ掲出料金について

ゴジラロード（セントラルロード）フラッグ掲出 広告料金 1,517,830円（税込）14日間 22基（44枚）
※製作費・加工費・取付費・撤去費・道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、各種申請料、自主審査料、
申請代行手数料含む

サイズ及び仕様

・W450mm×H1100㎜
※地上高3.5m以上確保すること。ただし、フラッグの下端が車道からポールの間25cm以内にかかる場合は
地上高4.5m以上確保すること。

・両面出力、遮光ターポリン、遮光スエード（※非塩ビ系、反射材、蛍光色などはしない）

掲出規制
・クライアントおよびデザイン審査あり
・フラッグ下部に「歌舞伎町商店街振興組合」の文言を入れること。
・歌舞伎町一丁目地区フラッグ広告メディア利用基準を遵守すること。

フラッグ図面 （W450mm×H1100mm）
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フラッグ掲出料金について

新宿東宝ビル西側フラッグ掲出 広告料金 755,180円（税込）14日間 6基（12枚）
※製作費・加工費・取付費・撤去費・道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、各種申請料、自主審査料、
申請代行手数料含む

サイズ及び仕様

・W550mm×H1100㎜
※地上高3.5m以上確保すること。ただし、フラッグの下端が車道からポールの間25cm以内にかかる場合は
地上高4.5m以上確保すること。

掲出規制
・クライアントおよびデザイン審査あり
・フラッグ下部に「歌舞伎町商店街振興組合」の文言を入れること。
・歌舞伎町一丁目地区フラッグ広告メディア利用基準を遵守すること。

フラッグ図面 （ W550mm×H1100㎜ ）
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フラッグ掲出料金について

シネシティ広場フラッグ掲出 広告料金 1,151,670円（税込）14日間 6基（24枚）
※製作費・加工費・取付費・撤去費・道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、各種申請料、自主審査料、
申請代行手数料含む

サイズ及び仕様

・W600mm×H1800㎜ 。

※地上高3.5m以上確保すること。ただし、フラッグの下端が車道からポールの間25cm以内にかかる場合は
地上高4.5m以上確保すること。

掲出規制
・クライアントおよびデザイン審査あり
・フラッグ下部に「歌舞伎町商店街振興組合」の文言を入れること。
・歌舞伎町一丁目地区フラッグ広告メディア利用基準を遵守すること。

フラッグ図面 （ W600mm×H1800㎜ ）



屋外広告物掲出料（フラッグ）　 令和5年4月1日現在

広告の種類 利用期間 種別

屋外広告物掲出料 製作・加工費・取付・撤去費、申請代行手数料

道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、

各種申請料、自主審査料含む

※1デザインの料金になります。

広告の種類 利用期間 種別

屋外広告物掲出料 製作・加工費・取付・撤去費、申請代行手数料

道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、

各種申請料、自主審査料含む

※1デザインの料金になります。

広告の種類 利用期間 種別

屋外広告物掲出料 製作・加工費・取付・撤去費、申請代行手数料

道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、

各種申請料、自主審査料含む

※1デザインの料金になります。

広告の種類 利用期間 種別

屋外広告物掲出料 製作・加工費・取付・撤去費、申請代行手数料

道路使用料及び屋外広告物掲出手数料、

各種申請料、自主審査料含む

※1デザインの料金になります。

内訳

2,684,720    円

合計（税込）

ゴジラロード（セントラル
ロード）・新宿東宝ビル・
シネシティ広場フラッグ

14日間

1,151,670    円

合計（税込）

内訳

755,180       円

合計（税込）

新宿東宝ビル西側
フラッグ

14日間

シネシティ広場フラッグ 14日間

内訳

内訳

1,517,830    円

合計（税込）

ゴジラロード（セントラル
ロード）フラッグ

14日間



フラッグ掲出延長料金 令和5年4月1日現在

広告の種類 利用期間 種別

ゴジラロード（セントラル
ロード）フラッグ（期間の

延長）
14日間 屋外広告物掲出料 167,200       円

※同一デザインのものに限ります。

広告の種類 利用期間 種別

新宿東宝ビル西側フ
ラッグ（期間の延長）

14日間 屋外広告物掲出料 61,600        円

※同一デザインのものに限ります。

広告の種類 利用期間 種別

シネシティ広場フラッグ
（期間の延長）

14日間 屋外広告物掲出料 154,000       円

※同一デザインのものに限ります。

広告の種類 利用期間 種別

ゴジラロード（セントラル
ロード）・シネシティ広
場・東宝・フラッグ（期間

の延長）

14日間 屋外広告物掲出料 338,800       円

※同一デザインのものに限ります。

内訳

管理費、申請代行手数料、屋外広告物掲出手数料等

内訳

管理費、申請代行手数料、屋外広告物掲出手数料等

合計（税込）

合計（税込）

管理費、申請代行手数料、屋外広告物掲出手数料等

内訳 合計（税込）

内訳

管理費、申請代行手数料、屋外広告物掲出手数料等

合計（税込）



9

お問い合わせから掲出の流れ

屋外広告物の利用をご希望される方は、下記流れに沿ってお申込みください。
屋外広告物に関するお問合せ、お申込みにつきましては下記お問合せ先へお願いいたします。

お申込み等の詳細につきましては「歌舞伎町一丁目地区フラッグ広告メディア利用基準」にてご確認くだ
さい。

STEP01／お問い合わせ・お打合せ
広告の目的、内容を歌舞伎町タウン・マネージメント（TMO）までご相談下さい。
※業種、広告表現、内容によってお断りする場合があります。

STEP02／お申込み
お問合せ後、屋外広告物利用申込書（様式１）にご記入の上、必要書面をご提出ください。なお、お申込
みにつきましては、随時お受付しております。
※お申込みをされてから、掲出確定までお時間をいただくことがございます。ご了承ください。
※施工までは、関係各所への手続の都合上、完成（最終）原稿入稿後1ヶ月程度かかります。

STEP03／フラッグ掲出枠の確定・契約
①ご提出いただいた屋外広告物利用申込書と必要書類をもとに、当組織より「屋外広告物利用予約結果
通知書（様式２）」を送付させていただきます。これをもって、予約の成立とさせていただきます。

②予約の成立後、請求書を送付いたしますので、指定の期日までに指定金融機関へお支払ください。
なお、振込手数料はご負担ください。請求金額をお振込みいただいたことをもって、契約の成立となりま
す。
※契約成立後の解約については、先にお支払いただきました金額より、下記のとおり解約手数料を差し
引き返戻させて頂きます。使用日30日前までの解約については50％、29日～16日までは70％、15日
前までは全額をあらかじめお支払い頂いている金額より差引きます。

STEP04／デザイン制作
各設置場所における規定サイズにて最終デザインを制作してください。入稿先につきましては、下記お問
合せ先までお送りください。 テンプレートをお送りいたします。※規定のサイズについては、「フラッグ図
面」をご参照ください。

STEP05／デザイン審査
デザイン審査及び各種申請等の手続きに入ります。審査及び手続きにつきましては、完成（最終）入稿後
1ヶ月程度かかりますので、ご了承ください。誇大な表現や公共の場にふさわしくない表現と判断される場
合は、広告内容を修正していただく場合もございます。

①TMO自主審査会による審査

②新宿区商店街連合会及び東京都商店街連合会による審査
※掲出内容の変更等、調整をしていただく場合がございます。
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STEP06／入稿から申請等の流れ

①TMOへ入稿 【入稿締切】掲出日より30営業日前まで

②新宿区商店街連合会及び東京都商店街連合会による審査 【審査締切日】掲出日より30営業日前まで

③新宿区景観条例に係る届出 【届出日締切】掲出日より15営業日前まで

④道路使用許可申請 【申請締切日】掲出日より15営業日前まで

⑤屋外広告物許可申請及び道路占用許可申請 【申請締切日】掲出日より15営業日前まで

※①についてはデザイン案の段階でご提出も可能です。
ただし審査後の大幅なデザイン変更はご遠慮ください。
※原稿を審査した結果、内容の変更等、調整をしていただく場合がございます。

STEP07／製作及び設置
フラッグの製作及び設置につきましては、TMOより「指定施工業者」に依頼させていただきます。
指定施工業者以外への発注は出来かねますので、ご了承ください。
掲出終了後、掲出完了のご報告をさせていただきます。

指定施工業者

TSP太陽株式会社
〒153-0043 東京都目黒区東山1-17-16

TEL：03-3719-3721 FAX：03-3791-0953

お申込み及びお問合せ

歌舞伎町タウン・マネージメント
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-14

新宿北西ビル10階
TEL：03-3207-4516 FAX：03-3207-4519
Email： information@d-kabukicho.com
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お申込みの際、ご提出していただく書類

①屋外広告物利用申込書（様式１）
②デザイまたはデザイン（案）※寸法をいれてください
③下記事項がわかる書面
・屋外広告物の掲出内容の趣旨及び概要
・屋外広告物の利用形態
・利用期間（設営日及び撤去日も記載すること）
・デザインを作成する上で景観等への配慮方法、並びにデザインコンセプト
・安全対策
・その他、当組織が屋外広告物の申請等に際し必要と認められるもの

申請書類等

①歌舞伎町一丁目地区フラッグ広告メディア利用基準
②屋外広告物を活用したエリアマネジメント広告表示に関する自主審査基準
③屋外広告物利用申込書（様式１）
④屋外広告物利用取下書（様式４）
⑤フラッグ設置可能街路灯位置図
⑥フラッグテンプレートデータ （セントラルロード/ W450mm×H1100mm ）
⑦フラッグテンプレートデータ （新宿東宝ビル西側 / W550mm×H1100mm ）
⑧フラッグテンプレートデータ （シネシティ広場/ W600mm×H1800mm ）
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㸦㸳㸧⮬ᕫࡢඃᛶᙉㄪࠊࡓࡍᘬ࠸ྜࡁฟࡍᗈ࿌࡛㐺ᙜࠋࡢࡢ⌧⾲࡞ 
㸦㸴㸧ᖺ㱋ࠊᛶูࠊே✀ࠊẸ᪘ࠊ♫ⓗᆅࠊ㛛ᆅ➼࡚࠸ࡘᕪูࣂࣛࠊࡢࡍ

 ࠋࡢࡍᐖேᶒࡢ➼ࢺ࣓ࣥࢫࣛࣁࣝࣕࢩࢡࢭࠊᐖࡢ࣮ࢩ
㸦㸵㸧⪅ྡࡢᲠᦆࡣ࠸࠶ࠊࡋㄦㅫ୰യࡢࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸶㸧ಙ⏝Რᦆཬࡧᴗົጉᐖ➼ࡢࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸷㸧㠀⛉Ꮫⓗࡣࡓ㏞ಙ㢮ࠊ࡛ࡢࡍ᮶⾤⪅ᝨࡓࡏᏳ࠼࠶ࡢ

 ࠋࡢ
㸦㸯㸮㸧⪅ྡࡢ⩏ཬࡧ┿୪ࡧㄯヰཬࡧ▱ⓗ㈈⏘ᶒ↓᩿࡛⏝ࠋࡢࡓࡋ 
㸦㸯㸯㸧ᢞᶵࠊᑕᖾᚰ➼ⴭ↽ࡃࡋࠋࡢ࠶ࡢ 
㸦㸯㸰㸧ඣ❺ཬࡧ㟷ᑡᖺಖㆤࡢほⅬࠊᮍᡂᖺ㓄៖ࡋᭀຊ⾜Ⅽẅேࡢࡑ♫ⓗ

 ࠋࡢࡓࡋ⏝⌧⾲࡞⊣༝ࠊ㟢㦵࡚࠸ࡘᛶࡧෆᐜ୪⌧⾲ࡍᐜㄆࡀࡇ࡞
㸦㸯㸱㸧ุ୰ཬࡧಀத୰ࡣࡓᑗ᮶ࠊಀத㛵ಀⓎᒎྍࡍ⬟ᛶࠊ࠶ࡀதⅬࡢࡢࡑ 
 ᡭ᪉┦ࠊ⌧⾲ࡢᐇ࡞ᐈほⓗࠊࡋࡔࡓࠋࡢࡍุ᩿ࡀ⧊⤌ᙜࡍ㛵㐃
 ⧊⤌ᙜࠊࡢ࠸࡞ㄆ࠶ᙇ࡛࡞☜ᐇ⌧⾲࡞㐣⃭ࡣࡓࠊㄦㅫ୰യࡢ
 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍᐇ㝈ࡢ㊊ㄆࡉᢸಖࡀබඹᛶ࡚࠸࠾

㸦㸯㸲㸧ᙜ⤌⧊ࡢ♫ⓗホ౯ཬࡧᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢရపୗࡏࡉࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸳㸧ᐇࠊࡋᙜ⤌⧊ࡀ⏝⪅ཬࡧᗈ࿌ᨭᣢၟࡢࡑࡣࡓࠊရཬࢫࣅ࣮ࢧࡧ➼

 ࠋࡇࡍ♧⾲ෆᐜࡧཬ⌧⾲࠺ࡋ࡚ࡏࡉㄗㄆ⪅⾤᮶ࡍಖドࡣ࠸࠶ࠊ᥎ዡ
㸦㸯㸴㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡀᥖฟࠊࡇࡉᙜ⤌⧊ࡀ┈⿕ࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸵㸧බࡢ⛛ᗎཪࡣၿⰋ࡞㢼ᐖࡍࠋࡢ࠶ࡀ 
㸦㸯㸶㸧≉ᐃࡢᨻᅋయཬࡧ᐀ᩍᅋయ➼ࡢ┈ࠋࡢ࡞ 
㸦㸯㸷㸧㞟ᅋⓗ࣭ᖖ⩦ⓗᭀຊⓗἲ⾜Ⅽ࠺⾜ࡢ⧊⤌࠶ࡀ┈ࠋࡢ࡞ 
㸦㸰㸮㸧㢼Ⴀᴗ➼ࡢつไཬࡧᴗົࡢ㐺ṇ➼㛵ࡍἲᚊ㸦 23ᖺἲᚊ➨ 122ྕ㸧➨ 
᮲ᐃႠᴗཬࡇࡧ㢮ࠋࡢࡍ 

㸦㸰㸯㸧ブḭⓗࠊࡢ࡞Ⰻၟἲ່ࠊྡ⨬ࠊㄏࡢ➼ࢫ࣮ࣝࢭࢳࣕࠊ⾜Ⅽ࠶ࡀㄆ

 ࠋࡢ
㸦㸰㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛಀ⟶⌮㐠Ⴀୖᨭ㞀࠶ࡀㄆࠋࡢ 
㸦㸰㸱㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛᦆയࡍ࠶ࡀㄆࠋࡢ 
㸦㸰㸲㸧ᒇእᗈ࿌≀タ⨨ࡍ㝿ࡋ␗ᖖ࡞㦁㡢ࠊ⮯Ẽࡢ࡞Ⓨ⏕ࡀண ࠋࡢࡉ 
㸦㸰㸳㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ᶒࡢ㒊୍ࡣࡓ㒊⪅୕➨ㆡΏཬࡧ㌿㈚ࠋࡇࡍ 
㸦㸰㸴㸧ࡢࡑࠊᙜ⤌⧊ࡀ⏝ไ㝈ࡀࡇࡍᚲせ࡛࠶ㄆࠋࡢ 



 
㸦⏝ࡢ⏦㎸➼㸧 

➨㸴᮲ ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟᕼᮃࠊࡌ࠶ࠊࡣࡢࡍᙜ⤌⧊ᒇእᗈ࿌≀⏝⏦㎸

᭩㸦ᵝᘧ㸯㸧ᥦฟྕྛࠊࡍᐃ௨ୗࡢෆᐜࡓࡋ⨶⥙᭩㠃ᥦฟ࡞ࡋ

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ
 㸦㸯㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟෆᐜࡢ㊃᪨ཬࡧᴫせ 
 㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏝ᙧែ 
 㸦㸱㸧⏝ᮇ㛫 
 㸦㸲㸧ࣥࢨࢹࡣࡓࣥࢨࢹ 
 㸦㸳㸧ࣥࢨࢹసᡂ࡛ୖࡍᬒほ➼ࡢ㓄៖᪉ἲࠊ୪ࢺࢭࣥࢥࣥࢨࢹࡧ 
 㸦㸴㸧Ᏻᑐ⟇ 
 㸦㸵㸧ࡢࡑࠊᙜ⤌⧊ࡀᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏦ㄳ➼㝿ࡋᚲせㄆࡢ 
㸰 ⏝⏦ࡋ㎸ࡣ㝶ཷࡅཷࠋࡅࡢ㝿ࠊ⏝⪅ࡣ➨㸯㡯ᐃ᭩㠃ᥦฟ࡞ࡋ

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ
㸱 ⏦ࡋ㎸ࡣඛ╔㡰ࠋࡍ 
㸲 ࡢࢢࣛࣇ〇సཬࡧᕤ㛵ࠊࡣ࡚ࡋᙜ⤌⧊ࡢᐃᣦᐃᕤᴗ⪅⏝ࠋࡇࡍ 

 
㸦ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱ㸧 
➨㸵᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣḷᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛ⏝ࡍ⏝⪅ู⾲㸰ᐃ࠾ᒇ

እᗈ࿌≀ᥖฟᩱᚩࠋࡍ 
㸰 ⏝ண⣙ࡢᡂ❧ᚋࠊᙜ⤌⧊ዎ⣙᭩୪ࡧㄳồ᭩⏝⪅㏦ࠋࡍ 
㸱 ⏝⪅ࡢࡑࡣㄳồ᭩グ㍕ࡓࡉᩱ㔠ᣦᐃᮇ᪥࡛ᙜ⤌⧊ࡢᣦᐃࡍ㔠⼥ᶵ㛵

㎸ࠋࡇ 
㸲 ⏝ྲྀୗࡆሙྜࠊࡣ⏝⪅ࡀᨭᡶࡓࡗ㔠㢠ゎ⣙ᡭᩘᩱᕪࡋᘬࡓ࠸㔠㢠

 ࠋࡍ㏉ᡠ⪅⏝
㸵 ゎ⣙ᡭᩘᩱࠊࡣ➨㸯㸲᮲ᐃ᪥㉳⟬᪥ࠋࡍ 
㸶 ᮏ᮲㸱㡯ཬࡧ㸲㡯ಀ㎸ᡭᩘᩱࡣ⏝⪅࡚㈇ᢸࠋࡍ 
 
㸦ᡭ⥆㸧 
➨㸶᮲ ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡢ⏝ࡢ⏦㎸ࡓࡗ࠶ࡀࠊᙜ⤌⧊ࡣ➨㸳᮲㸦⏝ไ㝈㸧ཬࡧ➨ 
 㸯㸶᮲㸦♫ⓗໃຊࡢ㝖㸧ᇶ࡙ࠊࡁ⏦ㄳෆᐜ࡚࠸ࡘእᙧⓗ࡞᭩㠃ᑂᰝࡑࠊࡋ 
 ࠋࡍ▱㏻⪅⏝ᒇእᗈ࿌≀⏝ண⣙⤖ᯝ㏻▱᭩㸦ᵝᘧ㸰㸧ᯝ⤖ࡢ 
 
㸦ዎ⣙㸧 
➨㸷᮲ ๓᮲⏝ண⣙⤖ᯝ㏻▱᭩ཷ㡿ࡢࡑࠊࡋᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ㐺ᙜ࡛࠶ㄆ

ዎ⣙࡚ࡗࡇࡍධ㔠ㄳồ㔠㢠ࡃᇶ࡙ㄳồ᭩ࡍ⾜Ⓨࡀ⧊⤌ᙜࠊࡣ⪅⏝ࡓ



 ࠋࡍ❧ᡂ᭷ຠࡀ
 
㸦⤖ᯝ㏻▱➼㸧 
➨㸯㸮᮲ ๓᮲ᇶ࡙ࡃዎ⣙ᡂ❧ᚋࠊᙜ⤌⧊ࠊࡣᒇእᗈ࿌≀⮬ᑂᰝᇶ‽ᇶ࡙ࡁᑂᰝࠊࡋ

ࡅ࡞ࡋ▱㏻ࡋᑐ⪅⏝ᯝ⤖ࡓࡉᑂᰝ࡚ᒇእᗈ࿌≀ᑂᰝࡢ㒔ࠊࡉᚋࡢࡑ

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤ
 
㸦ෆᐜࡢኚ᭦㸧 
➨㸯㸯᮲ ⏝⪅ࠊࡣᥖฟࡍᒇእᗈ࿌≀ࡢෆᐜ➼ኚ᭦ࡍሙྜࠊࡣ๓ᙜ⤌⧊༠

㆟ࡢࡑࠊࡋᢎㄆᚓࡓᚋ㏿ࠊኚ᭦ᚋࡢෆᐜ➼ࡀグ㍕ࡓࡉ᭩㠃ᥦฟࡤࡅ࡞ࡋ

 ࠋ࠸࡞࡞

㸰 ๓㡯ᐃኚ᭦㢪࠸ฟࡓᒇእᗈ࿌≀➼ࡌ࠶ࡣ⏦ㄳࡓࡉෆᐜࡢ༢୍ᛶࡀ

ಖᣢࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡉ  
 
㸦ዎ⣙ࡢゎ㝖ཬࡧ⏝ᢎㄆྲྀࡢᾘ㸧 
➨㸯㸰᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣḟࡎ࠸ࡢྕྛࡢヱᙜࡓࡋሙྜࠊᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏝ྲྀࡢᾘཬࡧ 
 ዎ⣙ࡢゎ㝖ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 
㸦㸯㸧ᣦᐃࡍᮇ᪥ࠊ࡛ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᩱࡢ⣡ࠋࡁ࠸࡞ࡀ 
㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀⏝⏦㎸᭩ഇࡢグ㍕ࠋࡁࡓࡗ࠶ࡀ 
㸦㸱㸧⏝ෆᐜ➼ྛࡀ✀ἲ௧ཪࡣᮏᇶ‽㐪ࠊ࠸࡚ࡋཪࠊ࠶ࡀࡑ࠾ࡢࡑࡣᙜ⤌⧊

 ࠋࡁ࠸࡞ᚑ♧ᣦࡢᨵၿࡢ
㸦㸲㸧⏝ࡢෆᐜࡢ⯡୍㐨㊰⏝⪅༴㝤ࠊ࠸࡚ࡏࡉࡌ⏕ཪࡀࡑ࠾ࡢࡑࠊࡣ

 ࠋࡁ࠸࡞ᚑ♧ᣦࡢᨵၿࡢ⧊⤌ᙜࠊ࠶
㸦㸳㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢෆᐜཬࡧᙧែࠊⰍᙬ➼࿘㎶ࡢⱞࡀⓎ⏕ࠊࡁࡓࡋཪࡑࡣ

 ࠋࡁ࠸࡞ᚑ♧ᣦࡢᨵၿࡢ⧊⤌ᙜࠊ࠶ࡀࡑ࠾ࡢ
㸦㸴㸧⅏ᐖࡢࡑྍᢠຊࠊᙜ⤌⧊ࡢ㈐ࠊࡃ࡞ࡀᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝࡛ࡀ

 ࠋࡁ࠶ࡀࡑ࠾ࡢࡑࡣࡓࠊࡁࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ
㸦㸵㸧ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛಀ⟶⌮ཬࡧ㐠Ⴀୖࠊᚓ࠸࡞⏤ࠋࡁࡓࡌ⏕ࡀ 
㸰 ᙜ⤌⧊ࡣ๓㡯ྛྕ⏝ᢎㄆྲྀᾘࠊࡣࡁࡓࡋᒇእᗈ࿌≀⏝ྲྀᾘ㏻▱᭩㸦ᵝ

ᘧ㸱㸧ዎ⣙ࡢゎ㝖⏝⪅㏻▱ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ 
㸱 ᮏ᮲➨㸯㡯㸰ྕ㸵ྕྲྀᾘཬࡧゎ㝖ࡓࡋሙྜ࡛ࡍࠊ⣡ධ࠸࡚ࡉᒇእ

ᗈ࿌≀ᥖฟᩱࡣ㏉㔠ࠋ࠸࡞ࡋ 
 
㸦⏝ྲྀࡢୗࡆ㸧 
➨㸯㸱᮲ ⏝⪅ࠊࡣ⮬ᕫࡢ㒔ྜᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ྲྀୗ࡛ࡀࡇࡆ

 ࠋࡁ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛࡢ⏝ྲྀୗࠊࡣࡁࡆᒇእᗈ࿌≀⏝ྲྀ



ୗ᭩㸦ᵝᘧ㸲㸧ᙜ⤌⧊ࡋ⏦ฟࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ 
 
㸦⏝ྲྀࡢୗࡆ᪥㸧 
➨㸯㸲᮲ ๓᮲⏝⪅ྲྀୗࡆ᪥ࠊࡣᙜ⤌⧊๓᮲࡛ᐃ᭩㠃ࡀ฿㐩ࡓࡋ᪥

 ࠋࡍ
 
㸦㈐௵ࡢᡤᅾཬࡧᦆᐖࡢ⿵ൾ㸧 

➨㸯㸳᮲ ᒇእᗈ࿌≀ࡢᥖฟࠊࡓ࠶⏝⪅ࡣᙜ⤌⧊ᑐ࡚ࡋḟྕྛࡢᐃෆᐜ

ಖドࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ  
㸦㸯㸧ᐇࡓࡉᒇእᗈ࿌ࠊ࡚ࡗᙜ⤌⧊ཬࡧ᪂ᐟ༊ཪ⪅୕➨ࡣᦆᐖࡓ࠼ሙྜࠊ

⏝⪅ࡢ㈐௵ࠊ࡚࠸࠾⿵ൾ➼ࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࠊࡓࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋᙜ⤌⧊ࡣ

ࠊሙྜ࡛ࡓၥ௵㈐ࡢẸୖࠋ࠸࡞㈇௵㈐ࡢษ୍࡚࠸ࡘ࡚ࡍᴗࡢ⪅⏝

⏝⪅ࡢ࡚ࡍࡀᨭᡶ⩏ົ㈇ࠊ࠸ᙜ⤌⧊୍ษࡢ㈇ᢸࠋ࠸࡞ࡏࡉ   
㸦㸰㸧ᒇእᗈ࿌≀ࡢ⪅୕➨ࡀᶒᐖࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍཬࡧᒇእᗈ࿌≀㛵ࡍ㈈ 
⏘ᶒࡁࡘ࡚ࡍࡢᶒฎ⌮ࡀࠋࡇ࠸࡚ࡋ   

㸦㸱㸧ᙜ⤌⧊ᑐ࡚ࡋ⏝⪅ᒇእᗈ࿌≀㛵࡚ࡋ㈺ൾㄳồࡓࡗ࠶ࡀሙྜࠊ⏝⪅ࡢ㈐ 
௵ཬࡧ㈇ᢸ࡚࠸ࡘゎỴࠊࡋࡢࡍᙜ⤌⧊ࡣ㈐௵ཬࡧ㈇ᢸ୍ษ㈇ࠋࡇ࠸࡞ 

 

㸦ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ࡢᦆቯཪࡣ⣮ኻࡢᑐᛂ㸧  

➨㸯㸴᮲ ⏝⪅ࡣᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ᦆቯࠊẋᦆࡣࡓởᦆ➼ࠊࡣࡁࡓࡋ 
ᙜ⤌⧊ᑐ㏿࡚ࡋ㐃⤡ࡇࠊࡍᪧࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋ  

㸰 ᙜ⤌⧊ࡣᒇእᗈ࿌≀ᥖฟᚋࠊᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧᖏ≀➼ࡢᦆቯࠊẋᦆࡣࡓở

ᦆ➼୪ࡧ⣮ኻ➼Ⓨぢࡓࡋሙྜ㏿ࠊࡣ⏝⪅㏻ሗࠊࡋᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬ

  ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍㄳồཎ≧ᅇࡢ➼⣮ኻࡧởᦆ➼୪ࡣࡓẋᦆࠊᦆቯࡢ➼≀ᖏࡧ
㸱 ᮏ᮲ᐃᅇせࡍ⤒㈝㈇ᢸࠊࡣ௨ୗࠋࡍ࠾ࡢ  
㸦㸯㸧ᮏ᮲➨㸯㡯ཬࡧ㸰㡯㛵ࠊࡍ㈝⏝㈇ᢸࠊࡣ⏝⪅ࡇࡀ㢠㈇ᢸࠋࡍ 
㸦㸰㸧ᮏ᮲➨㸰㡯ᇶ࡙ࠊࡁཎ≧ᅇㄳồồࡓ㛵ࠊࡎ⏝⪅ࡀᅇᥐ⨨ㅮ

ࠊ࡚ࡌᛂᚲせࡣ⧊⤌ᙜࠊሙྜ࠸࡞ࡀᬤࡍᅇ㛫ࡢ࡛ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡢḟᅇࠊࡎࡌ

⮬ᕫ࡚⏝㈝ࡢᅇᥐ⨨⏝㈝ࡢࡑࠊ࠸⾜⏝⪅ᑐࠊ࡚ࡋồൾࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ

ࡢࡍㄳồࡋ⟭ຍ㝈ᖺୖࡢ㐜ᘏᦆᐖ㔠ἲᚊ࡛ᐃࠊࡣồൾ㢠ࡢࡑࠊࡋࡔࡓ

 ࠋࡍ
 

㸦Ᏻ⟶⌮㸧 
➨㸯㸵᮲ ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡍሙྜࠊᒇእᗈ࿌≀ᥖฟタഛཬࡧ࿘㎶⎔ቃࡢᏳ⟶⌮ᢸ 
 ಖࠊࡓࡍ㐺ṇ࡞ேᩘࡢ㆙ഛせဨࡢ㓄⨨ࠊࡋ㏻ㄏᑟཬࡧ┐㞴ࠊⅆ⅏ࠊᨾ➼ࡢ㜵Ṇ 
 



 ࠋࡇ࠺⾜⨨ᥐಀ 
㸰 ๓㡯ࡢ㆙ഛせဨࡣබᏳጤဨࡀㄆᐃࡍ㆙ഛ♫ᡤᒓࡍ㆙ഛဨ㓄⨨࠺ࡍດ 
 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ 

 

㸦♫ⓗໃຊࡢ㝖㸧 

➨㸯㸶᮲ ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅ࡀ௨ୗྕྛࡢヱᙜࡍ⪅㸦௨ୗࠕ♫ⓗໃຊࠖࠋ࠺࠸)

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ㝖ዎ⣙ࠊࡎࡏせദ࿌ࡢఱࠊࡣሙྜࡓࡋุࡀࡇ࠶࡛

㸦㸯㸧ᭀຊᅋ 

㸦㸰㸧ᭀຊᅋဨ 

㸦㸱㸧ᭀຊᅋဨ࡛ࡓࡗ࡞ࡃ࡞㸳ᖺ⤒㐣࠸࡞ࡋ⪅ 

㸦㸲㸧ᭀຊᅋ‽ᵓᡂဨ 

㸦㸳㸧ᭀຊᅋ㛵ಀᴗ 

㸦㸴㸧⥲ᒇ➼ 

㸦㸵㸧♫㐠ື➼ᶆࣟࢦ࠺ 

㸦㸶㸧≉Ṧ▱⬟ᭀຊ㞟ᅋ 

㸦㸷㸧ࡢࡑ๓ྛྕࡎ‽⪅ 

㸰 ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅ࡀ♫ⓗໃຊ௨ୗ୍࡛ࡢྕྛࡢヱᙜࡍ㛵ಀ᭷ࡇࡍ

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ㝖ዎ⣙ࡎࡏせദ࿌ࡢఱࠊࡣሙྜࡓࡋุࡀ

㸦㸯㸧♫ⓗໃຊࡀ⤒Ⴀᨭ㓄࠸࡚ࡋㄆࡁ 

㸦㸰㸧♫ⓗໃຊࡀ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵࠸࡚ࡋㄆࡁ 

㸦㸱㸧⮬ᕫࠊ⮬♫ⱝࡢ⪅୕➨ࡣࡃࡋṇࡢ┈ᅗࠊཪ⪅୕➨ࡣᦆᐖຍࠊ࡞࠼

♫ⓗໃຊ⏝࠸࡚ࡋㄆࡁ♫ⓗໃຊᑐ࡚ࡋ㈨㔠➼ᥦ౪ࠊࡋ

ཪࡣ౽ᐅ౪ࡢ࡞ࡍ㛵࠸࡚ࡋㄆࡁ 

㸦㸲㸧ࡢࡑᙺဨ➼ཪࡣ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵ࠊࡀ⪅࠸࡚ࡋ♫ⓗໃຊ♫ⓗ㠀㞴

 ࡁ࠸࡚ࡋ᭷㛵ಀࡁࡉ

㸱 ᙜ⤌⧊ࠊࡣ⏝⪅⮬ࡀཪ⪅୕➨ࡣ⏝࡚ࡋ௨ୗ୍࡛ࡢヱᙜࡍ⾜Ⅽࡓࡋሙ

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍゎ㝖ዎ⣙ࡎࡏせദ࿌ࡢఱࠊࡣྜ

㸦㸯㸧ᭀຊⓗ࡞せồ⾜Ⅽ 

㸦㸰㸧ἲⓗ࡞㈐௵㉸ࡓ࠼ᙜ࡞せồ⾜Ⅽ 

㸦㸱㸧ྲྀᘬ㛵ࠊ࡚ࡋ⬣㏕ⓗ࡞ゝືࠊࡋཪࡣᭀຊ࠸⏝⾜Ⅽ 

㸦㸲㸧㢼ㄝὶᕸࠊࡋഇィཪࡣጾຊ࡚࠸⏝ᙜ⤌⧊ࡢಙ⏝Რᦆࠊࡋཪࡣᙜ⤌⧊ࡢᴗົ

ጉᐖࡍ⾜Ⅽ 

㸦㸳㸧ࡢࡑ๓ྛྕࡎ‽⾜Ⅽ 

㸲 

㸦㸯㸧⏝⪅ࠊࡣ⏝⪅ཪࡣ⏝⪅ࡢୗㄳཪࡣጤクඛᴗ⪅㸦ୗㄳཪࡣጤクዎ⣙ᩘࡀḟ

➨ࡀ(ࠋࡌ௨ୗྠࠋྵ࡚ࡢࡑࠊࡣࡁࡓ 1 㡯ヱᙜࡇ࠸࡞ࡋ☜⣙ࠊࡋ



ᑗ᮶ྠ㡯ⱝࡣࡃࡋ➨㸰㡯ྛྕヱᙜࡇ࠸࡞ࡋ☜⣙ࠋࡍ 

㸦㸰㸧⏝⪅ࡢࡑࠊࡣୗㄳཪࡣጤクඛᴗ⪅ࡀ๓ྕヱᙜࡀࡇࡍዎ⣙⥾⤖ᚋࡋุ

 ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞᥇⨨ᥐࡢࡓࡢዎ⣙ゎ㝖ࡣཪࠊࡋゎ⣙ዎ⣙ࡕ┤ࠊࡣሙྜࡓ

㸦㸱㸧⏝⪅ࠊࡀ๓ྛྕࡢつᐃࡓࡋሙྜࡣ⏥ࠊࡣᮏዎ⣙ゎ㝖ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍ 

㸳   

㸦㸯㸧⏝⪅ࠊࡣ⏝⪅ཪࡣ⏝⪅ࡢୗㄳⱝࡣࡃࡋጤクඛᴗ⪅ࠊࡀ♫ⓗໃຊ

ᙜせồཪࡣᴗົጉᐖ➼ࡢᙜධࡓࡅཷሙྜࡇࠊࡣᣄྰࠊࡋཪࡣୗㄳࡅⱝࡣࡃࡋ

ጤクඛᴗ⪅ࡇᣄྰࠊࡏࡉᙜධࡓࡗ࠶ࡀⅬ࡛㏿ࠊᙜ

ධࡢᐇᙜ⤌⧊ሗ࿌ࠊࡋᙜ⤌⧊ࡢᤚᰝᶵ㛵ࡢ㏻ሗཬࡧᙜ⤌⧊ࡢሗ࿌ᚲせ࡞༠

ຊࠋࡍࡢ࠺⾜ 

㸦㸰㸧⏝⪅ࡀ๓ྕࡢつᐃ㐪ࡓࡋሙྜࠊᙜ⤌⧊ࡣఱദ࿌せࠊࡎࡉዎ⣙ゎ㝖ࡍ

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇ

㸴 ᙜ⤌⧊ࡀᮏ᮲ྛ㡯ࡢつᐃዎ⣙ゎ㝖ࡓࡋሙྜࠊࡣ⏝⪅ᦆᐖ࡚ࡌ⏕ࡀᙜ

ࡓࡌ⏕ࡀᦆᐖゎ㝖ࠊࡓࠊࡎࡏせࡣࡇࡍൾ⿵ࡋ࠸࡞㈺ൾఱࡣ⧊⤌

 ࠋࡍࡢࡍ㈺ൾᦆᐖࡣ⪅⏝ࠊࡣࡁ

 

㸦ᐇᶒ㸧 

➨㸯㸷᮲ ᒇእᗈ࿌ࡢᥖฟྍྰ᭱ࡢ⤊Ỵᐃᶒࠊࡣ࡚࠸ࡘᙜ⤌⧊ࡀಖ᭷ࠊࡋᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ

ᒇእᗈ࿌ࡢᥖฟ᩿ሙྜົ⩏ࡍ♧⏤⌮㈇ࠋ࠸࡞ 

㸰 ᒇእᗈ࿌≀ᥖฟࡍሙྜࠊᙜ⤌⧊ෆタ⨨ࡓࡉ⮬ᑂᰝࠊᒇእᗈ࿌≀⮬

ᇶ‽ࡓࡉุ᩿࠸࡞ࡋ⮴ྜሙྜࠊ⏝⪅ࡢࡑࡣෆᐜ➼ࡢㄪᩚࠋࡇ࠺⾜ 

 

➨㸰㸮᮲ ᮏᇶ‽ࠊࡣἲ௧ࡢ᪂タࠊᨵᗫࡢࡑࠊࡢࡢኚ⏝⪅ࡢᢎᚓ

 ࠋࡁ࡛ࡀࡇࡍኚ᭦ࡃ࡞ண࿌ࠊࡃ࡞ࡇ

 

㸦ጤ௵㸧 

➨㸰㸯᮲ ࡢࡇᇶ‽ᐃࡢࡇࠊࡢࡢᇶ‽ࡢᐇ࡚࠸ࡘᚲせ࡞㡯ࠊࡣ

௦⾲ࡀᐃࠋ 

 

㸦ᨵṇ㸧 

➨㸰㸰᮲ ࡢࡇᇶ‽ࡢᨵṇࠊࡣබඹ✵㛫➼ά⏝ᑂᰝࡢ㆟Ỵࠋࡍࡢ࠺⾜࡚⤒ 

 

㝃 ๎ 

 ࠋࡍ⾜௧㸰ᖺ㸲᭶㸯᪥ࠊࡣ‽ᇶࡢࡇ 
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 ࠖ‽ᑂᰝᇶ⮬ࡍ㛵♧⾲ᗈ࿌ࢺ࣓ࣥࢪࢿࣜࡓࡋ⏝ά≀ᒇእᗈ࿌ࠕ
 

ᖹᡂ㸰㸲ᖺ 㸲᭶㸰㸳᪥ 
ᨵᐃ ᖹᡂ㸰㸵ᖺ 㸳᭶㸰㸰᪥ 

ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
 
 
ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣭ࣥࢱ㸦௨ୗࠕࠊTMOࠖࠋ࠺࠸㸧ࡀ⟶㎄ࣜࡍෆ࡛ࠊᆅඖ

ၟᗑ⾤ࡀ࡞ᆅᇦࡅ࠾༠㆟⤒࡚ᐇࡍබ┈ⓗᴗ㈝⤒ࡢ࡚ࠊࡓᒇእᗈ࿌

ᗈ࿌ࡓᚓゎ⌮ࡢ࡞㏻⾜ே⪅⾤᮶ࠊࡍ㈨ほྥୖ⨾ࡢ㒔ᕷࠊ࡚ࡋ⏝ά≀

ࣥࢨࢹࠕࠊ࠺࡞♧⾲ ෆᐜࡢ≀ᗈ࿌ࠕࠖࠊ ᐃ‽ᇶ࡞ᶆ‽ⓗࡍ㛵タ⨨᪉ἲࠖࠕࠖࠊ

 ࠋ
 

⮬ᑂᰝᇶ‽ࡢᛶ᱁ 
TMOࠊ࠶㐺ษ࡛ࡀタ⨨᪉ἲࡧෆᐜཬࡢ≀ᗈ࿌ࠊࣥࢨࢹࠊࡣ‽ᇶࡢࡇ ෆタ⨨

 ࠋࡍ‽ᇶࡢሙྜ࠺⾜ᥖฟᗈ࿌≀⮬ᑂᰝ࡛ᑂᰝ࠸࡚ࡉ
 
 ᇶᮏ᪉㔪ࡍ㛵ࣥࢨࢹ
㸦㸯㸧ࡢࡕ㈰࠸㈨ࡍὙ⦎ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡉ 
㸦㸰㸧බඹࢫ࣮ࢫ┦ᛂࠋࡍࣥࢨࢹ࠸ࡋ 
㸦㸱㸧ࡢࡕᬒほ㓄៖ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
㸦㸲㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
㸦㸳㸧᪂ᐟ༊ࡀᐃḷ⯙ఄ⏫ࡢᬒほࡃ࡙ࡕィ⏬ࡢᬒほᙧᡂ᪉㔪ࠊᒇእᗈ࿌≀㛵ࡍ

 ࠋࡍࣥࢨࢹࡍ᥎㐍ࣥࣛࢻᆅᇦูࡢࣥࣛࢻᬒほᙧᡂ
 
ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪 
㸦㸯㸧Ꮚேࠊ࡛ᛶู࣭ே✀࣭ᅜ⡠࣭᐀ᩍၥࡎẼᣢࡅཷࡃࡕධ

⾲♧ෆᐜࡍ 
㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ࡚ࡋ⏬᪉㔪ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
㸦㸱㸧♫ⓗࡢ࡞࣮ࢸ࡞⏬ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪 
㸦㸯㸧ᏳᏳᚰ㓄៖ࡣࡓ♧⾲ࡓࡋタ⨨ࠋࡍ 
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㸯㸬ࣥࢨࢹ㛵ࡍᇶ‽ 
㸦㸯㸧ᇶᮏ㡯 
  ձබᗎⰋࡇ࠸࡞ࡋ 
  ղබ⾗ᑐ࡚ࡋᛌࡢᛕࡇ࠸࡞࠼ 
  ճ⨾ほ㢼⮴ᐖࡇ࠸࡞ࡋ 
   ࣭⺯ගⰍ㑊ࡅ 
   ࣭㐣ᗘࡢὴᡭࡉᴟࣥࢨࢹࡓ㑊ࡅ 
   ࣭㐣ᗘࡢὴᡭ࡞Ⰽᙬ㑊ࡅ 
  մ㏻Ᏻୖ࣮ࣂࣛࢻⴭࡃࡋッồࡇ࠸࡞ࡋ 
  յᭀຊ⨥≢ຓ㛗ࡇ࠸࡞ࡋ 
  նⴭࡃࡋᛶព㆑ࡇ࠸࡞ࡏࡉ 
㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࡓࡋᗈ࿌ 

ձࢸࢩࢿࢩᗈሙ୍ࡢయ✵㛫άࡓࡋᗈ࿌ 
ղࢻ࣮ࣟࣛࢪࢦ㸦ࢻ࣮ࣟࣝࣛࢺࣥࢭ㸧ࡢ㍈⥺άࡓࡋᗈ࿌ 
ճḷ⯙ఄ⏫ෆࢺࢫࡢάࡓࡋᗈ࿌ 

㸦㸱㸧㒔ᕷࡢ⨾ほྥୖࡢほⅬࡢ✚ᴟⓗ㓄៖㡯࣭⤮┿⏝࡞ࡍ㒔ᕷᬒほ

 ࠋࡍࣥࢨࢹᗈ࿌ࡓࡋㄪ
 
㸰㸬ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶ‽ 
㸦㸯㸧ᇶᮏ㡯 

ձᇶᮏⓗேᶒᦆࠋࡇ࠸࡞࡞ 
ղᾘ㈝⪅ಖㆤࡢほⅬ㐺ษࠋࡇ࡞ 
ճඣ❺ཬࡧ㟷ᑡᖺಖㆤࡢほⅬ㐺ษࡇ࡞ 
մබᗎⰋࡇ࠸࡞ࡋ 

㸦㸰㸧ᥖฟ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᗈ࿌ 
  ձ㢼Ⴀᴗཬࡧᛶ㢼≉ṦႠᴗࡢᗈ࿌ 
  ղᾘ㈝⪅㔠⼥ࡢᗈ࿌ 
  ճࣛࡢࣝࢸᗈ࿌ 
  մᨻඪཬࡧᨻᅋయࡢᗈ࿌ 
  յ᐀ᩍཬࡧ᐀ᩍᅋయࡢᗈ࿌࣭ᕸᩍάືࡢࡉุ᩿ 
  ն㟷ᑡᖺᑐ࡚ࡋᝏᙳ㡪ཬࡍ࠶ࡢᗈ࿌ 
  շಶேᗈ࿌ࠋពぢᗈ࿌ 

ո♫ⓗᢈุࡅཷᴗ✀࣭ၟရ㛵ࡍᗈ࿌ཪࡣ♫ⓗၥ㢟࠸࡚ࡉே

 ᗈ࿌ࡓࡋ⏝≀
  չࡢࡑ⮬ᑂᰝ࡛㐺ษࡉุ᩿ᗈ࿌ 
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㸦㸱㸧⚗Ṇࡍᗈ࿌ 
  ձഇཪࡣ⌧⾲࡞ㄗㄆཪࡣᮇᚅࡢࡏࡉ 
  ղ᰿ᣐ᭱࠸࡞ࡢ㧗࣭᭱➼᩿ࡢᐃⓗ⾲⌧ 
  ճ᰿ᣐ࠸࡞ࡢຠ⬟ຠᯝࡢ⾲♧ 
  մ᰿ᣐ࠸࡞ࡢẚ㍑ᗈ࿌ 

 
㸱㸬タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶ‽ 

㸦㸯㸧ᏳᏳᚰࡢほⅬ⚗Ṇࡍᗈ࿌  
  ձಙྕᶵཪࡣ㐨㊰ᶆ㆑➼ࡢຠ⏝ጉࡆࡢ࠶ࡢ 
  ղேၟရ➼ࡀ㌴㐨㣕ࡧฟ࠺࠸࡚ࡋ࠺ࡑぢࡢ࠼ 
  ճ࿘ᅖࡢ㐠㌿⪅ཬࡧṌ⾜⪅ࡢ㊥㞳ឤᖹ⾮ឤぬᝨࡍࡢ࠶ࡢ 
  մ㏻Ᏻୖࡢ࣮ࣂࣛࢻὀពຊᩓₔࡏࡉ࠶ࡢᗈ࿌≀ 

յⴠୗṌ⾜⪅༴ᐖཬࡍ࠶ࡢᗈ࿌≀ 
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㸺ࣥࢨࢹ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧ࡢࡕ㈰࠸㈨ࡍὙ⦎ࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡉ 

 
࣭࿘㎶ᬒほ࠼ᩚὙ⦎ࣥࢨࢹࡓࡉ ࣭Ύ₩ឤ࠶ࡢὙ⦎ࣥࢨࢹࡓࡉ 

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ ࢫࣥࣛࣇ㸦ࣜࣃ㸧 ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ ࣓ࣜ 

  㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 

 
 
 
࣭⾤୪ࢺࣥࢭࢡ࠼⫹ࡃࡍ࣭ ࣥࢨࢹ࡞ᴦࣥࢨࢹ࡞ࡆࡋ 

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀ 㖟ᗙ ෆࣥࢧ ࡢෆ 
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㸦㸰㸧බඹࢫ࣮ࢫ┦ᛂࠋࡍࣥࢨࢹ࠸ࡋ 
 
࣭ᩥᏐ㇟ᚩⓗࡍࡓ࠸⏝ࢦࣟ࡞

 ࣥࢨࢹ࡞ࣝࣥࢩ࠸
࣭እᅜேほගᐈྥࡅ᪥ᮏᩥࡢⓎಙࡍ

 ࣥࢨࢹ

  
ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢᗈ࿌≀  

ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 

ၟᗑ⾤ⅉࢢࣛࣇ ᪂ᐟ୕┠ 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 

 
ࡉㄪᩚ࠸࠾࠼⪄ᗎ⛛ࡢබඹ✵㛫࣭ ࣥࢨࢹࡍ₇ฟ㏻࡞ࡋ࠾࣭

 ࣥࢨࢹࡓ

  
✺ฟࡋ┳ᯈ ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ࣭࣓ࣜ 

 

⮬❧ᘧࡢᗈ࿌ᯈ ᮾி㥐 
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㸦㸱㸧ࡢࡕᬒほ㓄៖ࣥࢨࢹࡓࡋ 
 
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢほග࡞ࢺࢫ㇟ᚩⓗ࡞

 ࣥࢨࢹ
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢಶᛶⓎಙࣥࢨࢹࡍ 

  

ᒇୖࡢᗈ࿌ᦚ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 
࣭㏻ࡢ㞺ᅖẼ㔊ࡋฟࣥࢨࢹࡍ ࣭㥐⯋୍య࡞ᗈ࿌ࣥࢨࢹࡢ 

  
 ࣓ࣜ ࣥࢧࣥࢿ

㸦ࢬ࣮ࣥࣜࣗࢽ㸧 

㥐⯋ቨ㠃࣭ᒇୖ⏝ࡢᗈ࿌≀ ㇂ 
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㸦㸲㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ㒔ᕷᵓ㐀άࠋࡍࣥࢨࢹࡓࡋ 
 
㍈ࡢ㸧ࢻ࣮ࣟࣝࣛࢺࣥࢭ㸦ࢻ࣮ࣟࣛࢪࢦ࣭

ࢹࡓ࠸⏝ᇶㄪⰍࡢ୍ྠࡓࡍά⥺

 ࣥࢨ

࣭࿘㎶ࡢᗈ࿌≀ㄪ୍ࠊࡏࡉయⓗ࡞✵㛫

 ࣥࢨࢹࡍ₇ฟ

  

ၟᗑ⾤ⅉࢢࣛࣇ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀⩌ ࣓ࣜ 

㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 

 
 
 
⏝ຠᯝⓗ≀ᘓ࡞ࢺࢫ࣭

 ࣥࢨࢹࡓࡋ
࣭࿘㎶ࡢᗈ࿌≀㐃ືࢡࢼࢲࠊࡋ

✵㛫₇ฟࣥࢨࢹࡍ 

  
ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ࣓ࣜ 

㸦ࣟࢫࣝࢮࣥࢧ㸧 

 ࣓ࣜ ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹ

㸦ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽ㸧 
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㸦㸳㸧᪂ᐟ༊ࡀᐃḷ⯙ఄ⏫ࡢᬒほࡃ࡙ࡕィ⏬ࡢᬒほᙧᡂ᪉㔪ࠊᒇእᗈ

࿌≀㛵ࡍᬒほᙧᡂࡢࣥࣛࢻᆅᇦูࣥࣛࢻ᥎㐍ࡍ

 ࠋࡍࣥࢨࢹ
 
࣭ୡ⏺௦⾲ࡍ㒔ᕷᬒほฟࢨࢹࡍ

 ࣥ
࣭ᆅᇦࡢᬒほ㇟ᚩࣥࢨࢹࡍ 

  
ᘓ≀ቨ㠃⏝ࣥࣙࢪࣅࡢᗈ࿌ ࢫࣜࢠ 

㸦ࣟࣥࣥࢻ㸧 

 ┠ḷ⯙ఄ୍ ࢳ࣮

 
 
 

࣭ᘓ≀ቨ㠃ᗈ࿌≀୍ࡀయࢨࢹࡓࡗ࡞

ࣥ 
࣭ほග㈨※ࡅཷ࡚ࡋධᆅᇦᛶ

 ࣥࢨࢹࡓࡋ⌧⾲

  

ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢᗈ࿌≀ ୰ᅜ㸦ி㸧 ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢᗈ࿌≀ 㐨㡻ᇼ 
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㸺ᗈ࿌≀ࡢෆᐜ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧Ꮚேࠊ࡛ᛶู࣭ே✀࣭ᅜ⡠࣭᐀ᩍၥࡎẼᣢࡅཷࡃࡕ

ධ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 
 
ࡓࡋ⏝ከࢢࣥࣆࣥࣙࢩࢡࢪ࣭ࣟ

ゝㄒ⾲♧ 
࣭ᅗグྕࡓ࠸⏝⾲♧㸦ࣘࢨࢹࣝࢧ࣮ࣂࢽ

 㸧ࣥ

  
㸦ቨ㠃ᢞᙳᗈࢢࣥࣆࣥࣙࢩࢡࢪࣟ

࿌㸧 ࢫࣥࣛࣇ㸦ࣜࣃ㸧 

⮬❧ᘧࡢᗈ࿌ᯈ ᡞᒣ 

 
 
 

⾲࡛┿࠸ࡋ⨾࡚࠸ࡘ࡞ቃ⎔↛⮬࣭

⌧ 

 

ᕤ௬ᅖ࠸⏝ࡢ┿ ⾲ཧ㐨 
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㸦㸰㸧ḷ⯙ఄ⏫ࡢ࡚ࡋ⏬᪉㔪ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࣝ࡞ࢫࣥࢧࢿᆅᇦྲྀࡢ⤌

 ෆᐜ♧⾲ࡓࡋ㹎㹐
࣭ḷ⯙ఄ⏫ࡢṔྐᩥࠊࠊὶ⾜➼㛵

ෆᐜࡓ࠸⏝ᗈ࿌≀ 

  
ᗈ࿌ᖥ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ ኚᅽჾ⏝ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 
 
 

 ⏬ࡢࡅ㣭ࡢࣥࢬ࣮ࢩࢫࢫࣜࢡ࣭

 

ᘓ≀ቨ㠃⏝ࡢ㣭ࡅ 㖟ᗙ 
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㸦㸱㸧♫ⓗࡢ࡞࣮ࢸ࡞⏬ἢࡓࡗ⾲♧ෆᐜࠋࡍ 

 
࣭බඹⓗ࡞㡯ၨⓎࡍ⾲♧ෆᐜ ࣭ᅜẸⓗࡆୖ┒ࢺࣥࢶ࣮ࢫ⾲

♧ෆᐜ 

  
ᘓ≀ᰕ⏝ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹࡢ 

᪂ᐟ୕┠ 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ᩥி༊ᮏ㒓 

ฟ㸸බ┈♫ᅋἲேᮾிᒇእᗈ࿌༠ 
 ࣮ࠖࣝࢡࣥࢥ㸷ᅇᮾிᒇእᗈ࿌➨ࠕ

 
 
 

♧⾲ࡓࡋ࣮ࢸࣥࢨࢹቃ⎔ࠊࢺ࣮࣭

ෆᐜ 

 

㥔㌴ሙ㐠Ⴀ♫ࢺࢫࢸ࣮ࡀᥦ౪ࡋ
࣮ࣗࢽ㸦࣓ࣜ㸦ᗈ࿌ᯈ㸧ࢻ࣮ࣝࣅࡓ
 㸧ࢡ࣮ࣚ
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㸺タ⨨᪉ἲ㛵ࡍᇶᮏ᪉㔪㸼 
㸦㸯㸧ᏳᏳᚰ㓄៖ࡣࡓ♧⾲ࡓࡋタ⨨ࠋࡍ 

 
࣭⏬ീࡢ᪩࠸ษ᭰㐣ᗘ࡞Ⅼ⁛ࡣ㑊ࠋࡅ ࣭⾲♧࣭タ⨨⨨ࡢ≉ᛶᛂ♧⾲ࡓࡌ⾜

 㸧㈞ࢺ࣮ࢩࡓࡏྜពࡢ≀㸦ᘓ⠏࠺

  
ᘓ≀ᰕ⏝ࢪ࣮ࢿࢧࣝࢱࢪࢹࡢ  

᪂ᐟ୕┠ 

ᘓ≀ቨ㠃ࡢᗈ࿌≀ ḷ⯙ఄ⏫୍┠ 

 
 



ᵝᘧ㻝㻔➨䠒᮲㛵ಀ䠅

௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥

ḷ⯙ఄ⏫䝍䜴䞁䞉䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖㻌

௦⾲䚷ᮡᒣ䚷ඖⱱ䚷ᵝ

ᒇእᗈ࿌≀䛾ᥖฟ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ḷ⯙ఄ⏫୍┠ᆅ༊䝣䝷䝑䜾ᗈ࿌䝯䝕䜱䜰⏝ᇶ‽ཬ䜃ྛ✀㛵ಀἲ௧䛻つᐃ䛩䜛ㅖ㡯䚸䚷䚷䚷䚷䚷䚷

୪䜃䛻䚸බⓗᶵ㛵䜘䜚ཷ䛡䜛ᣦᑟ㡯䜢㑂Ᏺ䛔䛯䛧䜎䛩䚹

⏦ㄳ⪅ ఫᡤ

ྡ⛠

௦⾲⪅ྡ ॓

ᇶ ᯛ ᑍἲ ⦪ 䟚 ᶓ 䟚

᭶ ᪥ 䡚 ᭶ ᪥

タႠ᪥ ᭶ ᪥ ᧔ཤ᪥ ᭶ ᪥

䈜ู㏵䚸䝕䝄䜲䞁䜢ῧ䛩䜛䛣䛸

ၟရྡ

ഛ⪃

䝕䝄䜲䞁䝁䞁䝉䝥䝖

ᥖฟሙᡤ

ᒇእᗈ࿌≀⏝⏦㎸᭩

ᗈ࿌

ᒇእᗈ࿌≀

㊃᪨ཬ䜃ᴫせ

ᢸᙜ⪅Ặྡ

㟁ヰ␒ྕ

ᢸᙜ㒊⨫

ఫᡤ

♫ྡ

䝣䝷䝑䜾

㻲㻭㼄␒ྕ

ෆᐜ

⏝ᙧែ

タႠཬ䜃᧔ཤ᪥

ᥖฟᮇ㛫

༠㈶

Ᏻᑐ⟇



 
 ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 

 
ᒇእᗈ࿌≀⏝ྲྀୗ᭩ 

 
ḷ⯙ఄ⏫ࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣭ࣥࢱ 
௦⾲ ᮡ ᒣ ඖ ⱱ ᵝ 

ࠛ              
ఫᡤ             

                      ྡ⛠ 
                      ௦⾲⪅ྡ        ॓

                      ᢸᙜ⪅          
                                           㹒㹃㹊          
 
௧  ᖺ  ᭶  ᪥࡛ᢎㄆࡓࡉᒇእᗈ࿌≀ࡢ⏝࡚࠸ࡘୗグࡢ 
 ࠋࡍࡋࡆୗྲྀ࠾

 
グ 

 
㸯 ᒇእᗈ࿌≀ྡ 
 
㸰 ⏝ணᐃᮇ㛫                   ͤタႠ᧔ཤྵ 
 
㸱 ྲྀୗ⌮⏤ 
 
 

 
 

 
 

ᵝᘧ㸲㸦➨㸯㸱᮲㛵ಀ㸧 



 

新宿東宝ビル

ア
パ
ホ
テ
ル

歌
舞
伎
町
タ
ワ
ー

監視カメラ

フラッグ設置可能街路灯（2022.04.01）

　2枚掲出用（22基/44枚）　w450㎜×H1100㎜  / W700㎜×H750㎜

　2枚掲出用（6基/12枚）　w550㎜×H1100㎜  

　4枚掲出用（6基/24枚）　w600㎜×H1800㎜  
　　　　　※上記すべてのフラッグのサイズは掲出可能な最大の大きさになります。
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550 267

1100

歌舞伎町商店街振興組合 歌舞伎町商店街振興組合



歌舞伎町商店街振興組合 歌舞伎町商店街振興組合 歌舞伎町商店街振興組合
歌舞伎町商店街振興組合
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