
予約番号

よみうり大手町ホール利用申請書 

※ホール利用にあたっては利用規約が適用されること、また利用規約を遵守することに同意し、下記の通り利用を申し込みます。

申込日 

利用ホール ホール    小ホール ホール・小ホールの同時利用：   有    無 
※同時利用の場合は、利用ホール別に利用申請書を記入してください。利用者、ご請求先、主催者欄はメインホールのほうにご記入ください。

利用者 

フリガナ

会社（団体）名・部署名

フリガナ

氏名 印 

住所 〒 都 道 
府 県 

TEL: 携帯電話 

FAX: E-mail:

ご請求先  

※利用者と同一の場合は記入不要

フリガナ

会社（団体）名・部署名

フリガナ

氏名 

住所 〒 都 道 

府 県 

TEL: 携帯電話 

FAX: E-mail:

主催者 

※利用者と同一の場合は記入不要

会社（団体）名・部署名

氏名 

利用希望日 

※3日以上の場合は

別紙で日ごとの区分

を記載してください

開始 ） 

＜午前＞ 9:00－12:00 ＜午後＞ 13:00－17:00 ＜夜間＞ 18:00－22:00 

準備  リハ  本番  撤去 準備  リハ  本番  撤去 準備  リハ  本番  撤去 

終了 （ ） 

＜午前＞ 9:00－12:00 ＜午後＞ 13:00－17:00 ＜夜間＞ 18:00－22:00 

準備  リハ  本番  撤去 準備  リハ  本番  撤去 準備  リハ  本番  撤去 

催事概要 

催事名称 

内容 

開場 

１
回
目

    時 分 

２
回
目

時 分 観客   有観客    無観客 

開演 時    分 時    分 入場料 有料（ 円・  　未定） 無 

終演 時    分 時    分 ピアノ利用 有（   ホール備品    持込）    無 

協賛 配信 有（   ライブ   収録） 無 

後援など 制作・運営会社 有（ ） 無 

情報解禁日 ホールWEB掲載   公開希望（利用日の４か月前より）    非公開 

〈個人情報の取り扱いについて〉 記入された個人情報は、利用審査・手続きの他、ホールの各種サービスや本社主催イベントの資料送付などの運営活動に利用させていただきます。業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません 

ホール記入欄
（記入不要）

連絡記録 責任者承認日 担当者確認日 目的分類 

可 ・ 否 貸 ・ グ ・ 社利 ・ 社行 

印 印

2020年 11月 22日改訂 

（   

20    /    / 20    /    / 

未定
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