


施設概要

• 正式名称 ：イオンタウン水戸南

• 開店日 ：2007年4月27日

• 所在地 ：茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

• 店舗数 ：フードスクエアカスミと45の専門店

• 敷地面積 ：116,716㎡

• 駐車台数 ：1,600台

• 営業時間 ：10：00～21：00

• 買上客数 ：平日約1万人 土日約1.5万人
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商圏・・・車30分圏、人口59万人、25万世帯
水戸市・茨城町から70%、鉾田市・小美玉市から20%、他
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ショッピングセンター地図
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ショッピングセンター全景
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場所 寸法 面積 料金

(1)センターコート
約1,600cm

×
約750cm

約120㎡
（36.3坪）

平 日：50,000円/日

土日祝：100,000円/日

(2)ハニーズ前広場
約600cm

×
約600cm

約36㎡
（10.9坪）

平 日：25,000円/日

土日祝：50,000円/日

(3)西松屋前広場
約600cm

×
約600cm

約36㎡
（10.9坪）

平 日：25,000円/日

土日祝：50,000円/日

(4)フードコート①
約240cm

×
約120cm

約2.9㎡
（0.8坪）

平 日：25,000円/日

土日祝：50,000円/日

(5)フードコート②
約600cm

×
約600cm

約36㎡
（10.9坪）

平 日：25,000円/日

土日祝：50,000円/日

イベントスペース一覧 ※全て税別表記となっております。
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フロア図

(4)フードコート①

(3)西松屋前広場

(2)ハニーズ前広場

従業員
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管理
事務所
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(1)センターコート

(5)フードコート②



面積 約120㎡（約1,600㎝×約750㎝）

設備 電源（3回路/200V）
屋外・屋根あり

料金 平 日：50,000円/日
土日祝：100,000円/日

利用例 音楽ライブ・展示会・物産展 等
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MINI水戸さま

(1)センターコート
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ホンダカーズ茨城さま

ポルシェセンターさま

(1)センターコート



名称 ハニーズ前広場

面積 約36㎡（約600㎝×約600㎝）

設備 電源（1回路/100V）
屋外・屋根あり

料金 平 日：25,000円/日
土日祝：50,000円/日

利用例 展示会・募集カウンター・抽選会 等
11

(2)ハニーズ前広場



名称 西松屋前広場

面積 約36㎡（約600㎝×約600㎝）

設備 電源（1回路/100V）
屋外・屋根あり

料金 平 日：25,000円/日
土日祝：50,000円/日

利用例 展示会・募集カウンター・抽選会 等
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(3)西松屋前広場



①

名称 フードコート①

面積 約2.9㎡（約240㎝×約120㎝）

設備 電源（1回路/100V） 屋内

料金 平 日：25,000円/日
土日祝：50,000円/日

利用例 PRイベント・募集カウンター
物品販売 等

カスミ

Dear パティズ 通路
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(4)フードコート①

携帯会社PRイベント

利用例
物品販売



名称 フードコート②

面積 最大 約36㎡（約600㎝×約600㎝）
※事前にご相談ください

設備 電源（2回路/100V） 屋内

料金 平 日：25,000円/日
土日祝：50,000円/日

利用例 飲食物販・体験販売会・物産展 等
②

カスミ

Dear パティズ 通路
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(5)フードコート②

利用例
飲食物販 ウォーターサーバーPR



90日前 協議→予約確定
60日前 契約書類の締結
3日前まで 入店作業届の提出
前日まで 利用料のご入金
当日 実施
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実施までの流れ

はじめての契約の際は、下記書類の提出が必要です。
【ご提出書類】

①会社概要
②登記簿謄本、個人の場合は経歴書と住民票
③販売責任者 PL 保険加入の確認ができるコピー
④《飲食物を提供する場合》食品営業許可証のコピー
⑤《飲食物を提供する場合》腸内病原細菌検査報告
（実施期間終了日から遡り1か月以内のもの）

⑥《中古品を販売する場合》古物商許可証のコピー
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1．イベントスペース使用には契約書の締結が必要です
契約書締結には 1か月ほど時間を要します

2．記載の金額は 税別・1日単位となります

3．長期使用の場合（ 1か月以上）は別途協議させて頂きます

4．専門店と重複する場合はお受けできない場合がございます

5．使用料金は原則、イベント開催前までにご入金頂きます
契約書締結後のキャンセルはお受けできません

6．お客さまとのトラブル・クレーム等が発生した際には
イベントを中止して頂く場合がございます

7．イベント従業員が車で来館する場合は駐車代として1台500円/日
頂戴します。指定の従業員駐車場へ駐車してください

その他 注意事項



8．備品の貸し出しは長机1台椅子2脚まで無料です
それ以降は下記の通りの料金で貸し出しとなります
備品の貸し出しを希望する場合は、
必ず契約書締結時にお申し出ください
契約締結後の台数変更およびキャンセルはお受けできません
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その他 注意事項

備品 単位 料金 備考

長机 1台 100円/日 1日1台まで無料

椅子 1脚 100円/日 1日2脚まで無料

パネルパーテーション 1台 100円/日

ベルトリール 1本 100円/日 1本目は2本（1組）で100円

マイク＋スピーカー（小） 1組 100円/日

音響機材 1組 500円/日 詳細はお電話にてご確認ください

9．当施設の定める「新型コロナウイルス感染拡大防止対策のお願い」
の依頼事項を遵守してください
（対策についての詳細は担当者へお問い合わせください）



お問い合わせ

イオンタウン株式会社

イオンタウン水戸南 管理事務所

TEL ： ０２９－２１９－０６０９

FAX ： ０２９－２１９－０６１０

担当：名和 nawa-ku@aeonpeople.biz

18

mailto:tooshima-na@aeonpeople.biz

