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■1⽇約7,000〜10,000⼈の集客※に加え、マルイによる定期的な販売施策
※2017年度渋⾕マルイ⼊店客数

渋⾕マルイの特徴
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■男⼥⽐
⼥性：80％∕男性：20％

■年齢⽐
10代：03％∕20代：55％
30代：28％∕40代：14%

■平均客単価
渋⾕マルイ全体：約4,000円

■イベントの開催
定期的にアニメコラボのリアルイベント
を開催

■⼤型セール
年2回の⼤型セールを開催
イベントと連携した集客施策を展開

■会員向けキャンペーン
カード会員向けキャンペーンを年4回開催
TVCMなどのマス告知で収穫
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販売⼿数料：1⽇あたり販売⼿数料 15％
※1⽇ごとの売上の15％（⼩数点以下切り捨て）の合計⾦額を、販売⼿数料とさせていただきます。
※商品∕什器等の搬⼊は出店開始⽇の前⽇からのご準備となりますのでご注意ください。
（搬⼊⽇の料⾦は発⽣いたしません）
※撤収は出店最終⽇の営業時間を調整の上、最終⽇中に完了するようにお願いしております。

出店プランの概要
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■出店プラン 応募フォーム：https://form.run/@shibuyabase

■出店料⾦

区画：SHIBUYA BASE（約5坪）
東京都渋⾕区神南1-22-6 渋⾕マルイ1F

期間：3⽇間〜7⽇間
※複数ショップでの出店をご希望の⽅はご相談ください
※上記期間以外での出店をご希望の⽅はご相談ください

https://form.run/@shibuyabase
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売上合計⾦額

開催終了⽉の翌⽉末に
BASEより⼊⾦

営業
１⽇⽬

売上

営業
2⽇⽬
売上

営業
最終⽇

売上・・・

⼊⾦ ⼊⾦ ⼊⾦

ー

BASE料⾦

・・・

決済⽅法と⽀払いについて
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販売⼿数料

◆POSレジ ： AirREGI

‧商品登録⽅法については後⽇ご案内させていただきます。
※原則POSレジのお持ち込みはできません。

◆クレジット端末 ： マルイ専⽤端末

※端末画像はイメージになります。

■決済は下記の2つの端末を利⽤します

■売上⾦のお⽀払いは以下のように⾏います
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③開催 ④開催後〜

出店
ショップ様

期間∕⾦額の確認 申込

審査後、ご利⽤確定

①応募〜ご利⽤確定 ②開催準備

出店
ショップ様

ご利⽤の流れ（サポート内容について）
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下⾒対応
（任意）

打ち合わせ
①

出店の不安
在庫量の検討

⼈員確保
など

打ち合わせ
②

イベント内容
の最終確認

など

在庫量∕⼈員
イベント内容
売上⽬標など

出店の企画検討

搬⼊作業

レジ操作
＆

施設利⽤
のレクチャー

搬出作業

売上⾦額の
確認

出店後
ヒアリング

ショップ運営

接客∕売上報告∕在庫管理
など

出店計画書
提出

出店計画書
受領

運営サポート

※電話‧メールでのご相談は
随時受け付けております。

専任のBASEスタッフによる
ショップ運営の⽀援

売上⾦の
お振込

⼊⾦の
ご確認

アンケート
回答
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⾯積：4.9坪（16.2㎡）
収納：棚下BOX 2ヵ所

フィッティングルーム収納棚（鍵付き）

【主な設備】
棚板 8枚
棚ハンガーラック 4ヵ所
可動BOX 6個
可動ハンガーラック 2個
A1ポスターケース 2個
デジタルサイネージ 1個
精算⽤レジ 最⼤2台
クレジットカード端末 1台
電源コンセント：5ヵ所10個⼝
電話：1台（内線‧外線利⽤可）
※無線LANをご利⽤いただけます。

▽レイアウト図⾯

▽横⾯図⾯▽イメージパース

フィッティング/
収納スペース

デジタル
サイネージ

開催スペース詳細①

使⽤不可
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②

②

①

③

③

②：可動式⾃⽴什器

‧⾃⽴ハンガーラック×２台
サイズ：W900 ×H1350

‧商品展⽰BOX×6台
サイズ：W450×D450

‧棚板 最⼤展開 8枚
サイズ：W900×D300

‧ハンガーフック 最⼤展開 4棚
サイズ：W900

③：壁⾯⽤什器

①：レジ前有孔ボードフック什器

①

開催スペース詳細②（貸出什器について）
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※ご希望の備品につきましては、出店が決まり次第BASEから出店ショップ様に個数等をお伺いいたします。

SHIBUYA BASE 演出什器発注資料 AIM CREATE
2018/05/21

全身ミラー 卓上ミラー バックホルダー アウターハンガー トップスハンガー ボトムスハンガー

2 2 2 20 40 40

40 5 10 2 2 2

キッズハンガー ストールハンガー S字フック トルソー（メンズ） トルソー（レディス） ヘッドブロック

利⽤可能備品⼀覧①
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■下記の備品をご利⽤いただけます（無料）
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利⽤可能備品⼀覧②
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※ご希望の備品につきましては、出店が決まり次第BASEから出店ショップ様に個数等をお伺いいたします。

■下記の備品をご利⽤いただけます（無料）
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幅440×⾼さ430×マチ幅210mm 

幅200×⾼さ300mm

幅180×⾼さ165×マチ幅60mm幅320×⾼さ320×マチ幅115mm 幅260×⾼さ280×マチ幅100mm

‧⾬の⽇⽤カバー
（紙製ショッパー防護⽤）

‧ゴミ袋
‧ペン
‧ホチキス
‧はさみ

幅300×⾼さ450mm 

利⽤可能備品⼀覧③
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▽紙袋（４種類）

▽乳⽩⾊ビニール袋（２種類） ▽その他の利⽤可能な⽤度品

‧カッター
‧コインケース
‧ガムテープ（紙タイプ）
‧セロハンテープ
‧輪ゴム
‧付箋

■下記の備品をご利⽤いただけます（無料）
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①

②

◎印刷したA1ポスター 1〜2枚
ご⼿配いただけない場合は、
ロゴやイメージ画像をいただき、
BASEが作成∕印刷を代⾏しております。

◎デジタルサイネージ∕Webサイト⽤の
イメージ画像、紹介⽂、ロゴデータ

※デザインや表⽰は定型のフォーマットで掲載いたします。

【ご⽤意いただくもの】

ショップ内告知ツール
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■A1ポスターケース×2個
サイズ：594mm×841mm

■デジタルサイネージ
サイズ：1920px×1080px

■販促ツールのご案内（無料）

■渋⾕マルイホームページ
メイン画像×1枚（必須）
サブ画像×4枚まで（任意）
紹介⽂（300字以内）

① ②



Confidential

■「ショップ向けヘルプ」内の「販売可能商品について」に準じます

お取り扱いいただけない商材と禁⽌事項

【お取り扱いいただけない商材】
01. タバコ製品（電⼦タバコ、無煙タバコ、ニコチンを含まないタバコ製品を含みます）およびタバコ関連器具
02. アダルトビデオやDVD、ヌード写真、アダルトグッズやゲーム等、18歳未満の⻘少年への販売を制限する情報や

その他性⾵俗、アダルトに関する商品全般、またはこれらを想起させるもの
03. 偽ブランド品、模造品‧海賊版（違法コピー商品等）および正規品と確証のない商品
04. 特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品（例：ブランド品のロゴや

キャラクターを許諾なく使⽤する）特定のブランド、キャラクターを想起させる等から、第三者の権利を侵害させる
可能性のある商品

05. 販売に際して法律で義務付けられている許認可、免許、資格等の条件を満たしていない商品
06. ⾮科学的または迷信に類する商品やサービス
07. ⾷品衛⽣法、⾷品表⽰法、ＪＡＳ法、健康増進法に基づいた品質表⽰がない商品
08. オリパ（オリジナルパック）
09. 家庭⽤品品質表⽰法ならびに有害物質を含有する家庭⽤品の規制に関する法律を遵守していない商品（商品タグや染料等）
10. その他、当社がトラブルの原因になると判断した商品、当社が適切ではないと判断した商品
【禁⽌事項】
01. 匂いや騒⾳等、他のテナント様への営業妨害、第三者への被害を及ぼす⾏為
02. 法規法令を遵守していない事項（過去にトラブル、消費‧賞味期限切れた⾷品の取り扱い、品質表⽰の誤表記など）
03. 商品の⽣産や製造において法規法令を遵守していない企業または個⼈事業主の出店
04. 消費者にリスクをもたらす可能性のある栄養補助⾷品、サプリメント、ヘルスケア商品

ダイエットを促す商品、コンプレックスや劣等感に訴求する商品を訴求すること

■⾷品の出店について
常温で⽇持ちする商材はお取り扱いができます。（温度管理はできません。）
【注意】出店の際の試⾷については商品試⾷は可能ですが下記の条件をご注意ください。
‧出店場所での調理⾏為はできません。商品は事前に試⾷⽤に⼩さくしてご準備してください。（タッパーなどで準備しておく）
‧商品を会場で加⼯する⾏為はNGです。事前に準備してお持ちください。（例：お茶など→⽔筒に⼊れてお持ち込み）
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https://help.thebase.in/hc/ja/sections/115000010282

https://help.thebase.in/hc/ja/sections/115000010282
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開催前の注意事項

■駐⾞場について
搬出⼊に関しては、搬⼊⼝のご利⽤が可能ですが、駐⾞場に関しては店舗近くのパーキングをご利⽤いただきます。
事前にご確認ください。

■消費者庁指定のタグの貼り付け
商材の繊維素材等の表⽰及び繊維製品の品質表⽰規程の基づく表記が必須となっております。
詳細： http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/pdf/laundry_symbols_161104_0001.pdf

■有名⼈/インスタグラマー等の来店イベントを開催する場合
‧イベントの企画概要が⼗分に固まった上でご応募ください。
‧開催前の時点で安全上の観点から、マルイとの調整や警備態勢などを考慮し、協議した上で開催判断をしております。

館のキャパシティを超えた⼤規模な混雑が予想される、または、企画概要が曖昧である場合にはお断りさせていただく場
合がございます。

‧開催が確定する前の告知は⾏わないようにお願いいたします。

■什器、備品の持ち込みについて
什器、備品を持ち込まれる際には事前にご相談ください。
⾼電圧または熱を発するもの（アイロン等）、可燃物のお持ち込みはご遠慮ください。

■申込み時から運営内容に変更等があった場合
取り扱う商材において、カテゴリーの⼤幅な変更があった場合、事前に申請ください。
またお取り扱いいただけない商材（P.10）が発⾒された場合は商品の撤去をお願いしております。
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■運営マナーについて
出店時にご案内させていただく、丸井の館内ルールや運営マナーについて
厳守いただきますようお願いいたします。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/pdf/laundry_symbols_161104_0001.pdf
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1か⽉前
(3週間前に計画を提出）

2か⽉前

◎事前に現場を⾒ておく
‧店舗に来ている客層の確認
‧売場や什器のサイズ感

事前にやっておくこと

◎どんな場を作るか考える

‧どんな商品を置くか
‧どんな演出（体験）をするか
‧世の中の事例を参考に

イメージを膨らませる

◎⽬的を明確にする

【例えば】
‧具体的な売上の数値⽬標
‧新規お客様の獲得
‧ファンの⼈に会って

もっと好きになってもらう

3か⽉前

審
査
後
︑

出
店
確
定

商
品

演
出

告
知

‧ポップアップストア⽤の商品をオリジナルで
準備する場合は早めに⼿配

‧売上予定に対して在庫量の発注

※すでにある商品を販売される場合や売上想定の在庫量が
ある場合は特に事前の準備はございません。

‧商品に値札タグの
⼿配

‧アイロンがけ
‧発送前に事前に

検品、仕分け

‧売場に飾るものがあれば事前に作っておく
‧オリジナルの什器（POPスタンドや商品ディスプレ

イスタンド）を⽤意する場合は選定作業
‧オリジナルのショッパーを作る場合は⼿配

※最低限の什器やショッパーはSHIBUYA BASEにございます。

‧インスタグラマーや有名⼈、クリエイターの⽅を
⼿配する場合は早めに⼿配

‧運営スタッフを募集（１⽇最低２⼈は必要です。）
‧派遣スタッフを⼿配する場合は早めに派遣会社に相談

‧スタッフに企画の趣
旨や商品の情報を伝
えておく

‧開催⽇ごとの
休憩シフトを作成

‧告知する内容を整理
‧イメージビジュアルを作る場合は撮影し

演出に落とし込み

‧SNSやサイトなどで開催情報を告知
‧ファンの⽅にはDMなどで案内

など

出店までの準備の流れ【参考⽬安】
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商品における表⽰について（家庭⽤品品質表⽰法/景品表⽰法）

■繊維製品/雑貨⼯業品でご出店される⽅

◎繊維製品の表⽰内容について
1.繊維の組成（下げ札でもOK）
2.洗濯マーク（必須、洗濯で取れないように縫い付け）
3.洗濯に関する取り扱い注意（任意）
4.表⽰者名と連絡先（必須）

◎雑貨⼯業品（お⽫やキッチンツールなど）の表⽰内容について
1.原料として使⽤する合成樹脂の種類（必須）
2.取扱い上の注意（⽕気への注意や変⾊、変形の可能性がある使⽤⽅法に⾔及する必要がある場合は必須）
3.表⽰者名と連絡先（必須）
※上記以外にも商材によって記載事項が変わります。ご注意ください。

＞品質表⽰例や詳しい表⽰のルールについては消費者庁HP等をご確認ください。

出店の際は⽇本の家庭⽤品品質表⽰法に基づく表記がされた商品であることが必須となります。
※品質表⽰にまつわる規則は、法的に義務付けられております。
（海外輸⼊品も家庭⽤品品質表⽰法の対象となります。）

◎家庭⽤品品質表⽰法に沿った表⽰がなされていない場合は誰でも消費者庁に申し⽴てをすることができ、⾏政指導が⼊ることがあります。
また、⾏政指導後にも改善が⾒られない場合には、販売停⽌措置がとられることもあります。

◎SHIBUYA BASEにおいて、上記について出店ショップ様がご対応頂けない場合は、規約違反として退店いただく場合がございます。

◎⾷品の出店については、P.13をご参照の上、SHIBUYA BASE事務局にお問い合わせください。

■景品表⽰法の注意
景品表⽰法に基づき表⽰内容に客観的根拠があること（⾃家製・⼿作り・⽇本⼀など表⽰する場合は明確な実態が伴っている事）
また化粧品を取り扱う際は、医薬品医療機器等法における化粧品等の広告規制を遵守すること

（参考URL）https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf
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https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf
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お問い合わせ

出店のお申し込み、ご質問、ご相談などございましたら、下記のSHIBUYA BASE事務局までお問い合わせください。

SHIBUYA BASE事務局

住所
〒106-6237 東京都港区六本⽊3-2-1 住友不動産六本⽊グランドタワー 37F

TEL : 03-6416-5450

メールアドレス
shibuyabase@binc.jp
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