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  はじめに

ナイトイベントの他にデイタイムでのライブイベントや
ツアーサーキット、ダンスイベントや自主企画など
様々な用途でスペースを提供しております。

メインフロアは映画館の跡地を改修して作られた為
最大キャパシティ 600 人の天井の高い空間が広がります。

アイドルや 10 人編成の大所帯バンドといった多人数体制にも幅広く対応できます。 
また、着席時 100 人とライブやクラブイベント以外でも元映画館の大型スクリーンを

そのまま活かした映画上映や舞台公演等、様々なご用途で使用できます。

2014 年 7月に大幅にリニューアルされたバーラウンジスペースは
ラグジュアリーな空間をテーマに内装を一新いたしました。 

照明にはHue ライトを使用し、カラーを変える事により様々な
ご使用の用途に応じた空間演出が可能です。

ビルの 4F という立地で、機材搬入が心配という方も
最大 15 人乗りのエレベーターが入り口前に付いているので

大型機材も安心して搬入いただけます。



■施設概要

□正式名称
□所在地
□電話番号
□最寄駅
□WEB

株式会社 TRIDOM ( トライダム )

TEL. 029-239-5727

VOICE ( ボイス )

029-239-5727 (TRIDOM内 )
JR 水戸駅
www.voice-mito.com

　　　VOICE データ

　　　　　　　　　　□運営会社

[JR 水戸駅方面からお越しの方 ]
駅前から国道 50号線を笠間方面へ
大工町交差点かどの大工町交番裏ベルスポットビル 4F にな
ります。
※バスでお越しの方は [ 大工町バス停 ] 下車、正面のビルに
なします。

[ 近隣駐車場のご案内 ]

[ 利用料金 ]
06:00-19:00  60 分 100 円
19:00-22:00  60 分 200 円
22:00-06:00  480 分 500 円
3 ナンバー制限なし
1BOX 制限なし
収容台数 233 台

[ 利用料金 ]
07:00-19:00  30 分 100 円 最大 400 円
19:00-07:00  30 分 100 円 最大 500 円

3ナンバー制限あり
1BOX 制限なし
収容台数 55台

[ 水戸 IC からお越しの方 ]
大洗・水戸市街方面へ
国道 50 号線を水戸駅、水戸市街方面へ約 15分
大工町交差点かどの大工町交番裏ベルスポットビル
4F になります。
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

　　　　　　　　　　□アクセス



■施設概要

51 台完備
※イベント内容によってクロークを設置する場合がございます。お問い合わせください。

　　　VOICE データ

　　　　　　　　　　□コインロッカー

Hotel the WestHills mito
〒310-0031

tel. 029-303-5111
www.westhills-mito.jp/

スーパーホテル水戸
〒310-0026

tel. 029-231-9000
www.superhotel.co.jp

　　　　　　　　　　□周辺宿泊施設

【上り　上野方面】
特急
　　21:53

普通
　　21:56
　　22:40　我孫子止まり
　　23:35　土浦止まり

【下り　いわき方面】
特急
　　0:24

普通
　　1:09

　　　　　　　　　　□水戸駅終電時刻表

□株式会社 TRIDOM ( トライダム )
〒310-0031

tel. 029-239-5727
mail. info@voice-mito.com

　　　　　　　　　　□お問い合わせ



  使用規定 1

 　 申し込み・精算に関して

1.　お申し込みは 1年前から受け付けます。
2.　お申込みの際は、催事内容、目的を示してください。内容確認の上、仮押さえさせていただきます。
　　※催事の内容によっては、ご利用をお断りする場合がございます。
3.　ご予約申し込み頂いたスケジュールは、原則的に２週間の期間の仮押さえとなります。２週間の間に連絡がない場合は予約を解除いたします。
4.　VOICE 担当者と打ち合わせの上で開催が決定いたしましたら２週間以内に指定口座へ、予約金 ( 会場費の 50%) をお振り込みください。
　　※振り込み手数料は、振り込み者負担となります。
5.　会場費の残金、時間外延長料、オプション等の費用は、催事終了後にお支払いください。
6.　使用の権利を譲渡、転貸する事は不可とします。

　　使用料金・利用時間に関して

　　　料金表

　　　　　　区分 (DAY) 基本使用時間 料金

1.　使用料には、基本音響設備、照明設備が含まれます。
2.　来場するお客様に入場料１ドリンク代 (600 円 ) を別途申し受けます。
3.　利用時間は契約時に確定していただきます。
4.　利用時間は搬入から搬出まで、すべての時間を含みます。
5.　２階 VIP 席のご利用を希望される場合、入場されるお客様に１ドリンク代 (750 円 ) を別途申し受けます。
　　※２階 VIP 席への入場料は自由に設定していただいて構いません。
6.　延長使用の場合は、事前に担当者の承認を得た場合に限ります。
7.　１日２回公演以上の場合、契約時に別途ご相談させていただきます。
　　※基本料金の他にオプション機材及び基本使用時間の変更、延長などの料金に関しては別途お問い合わせください。

　　使用の制限

以下の場合、使用契約を取消し、使用をお断りします。
　　　　1. 公序良俗に反する恐れがあると判断される場合。
　　　　2. 当方の承認無しに、使用目的、内容等が変更した場合。
　　　　3. 使用規則に基づく指示に従わなかった場合。
　　　　4. 使用権利の譲渡及び転貸。
　　　　5. 建物や付帯設備を損傷する恐れがあると判断される場合。
　　　　6. その他、管理運営上支障あるいは、不適当と認められる場合。

平日
金曜日
土曜日
日曜日

10:00～20:00 (10h)
10:00～20:00 (10h)
10:00～20:00 (10h)
10:00～20:00 (10h)

¥250,000～ ( 税抜 )
¥300,000～ ( 税抜 )
¥300,000～ ( 税抜 )
¥300,000～ ( 税抜 )

　　　　　　区分 (NIGHT)

平日
金曜日
土曜日

21:00～6:00 (9h)
21:00～6:00 (9h)
21:00～6:00 (9h)

¥250,000～ ( 税抜 )
¥300,000～ ( 税抜 )
¥300,000～ ( 税抜 )

２階席利用

オプション ¥50,000～ ( 税抜 )



  使用規定 2

 　 キャンセルについて

1.　契約成立後のキャンセルに関しましては、予約金の返金は出来ません。
　　また、ご使用日より 80日以内のキャンセルは、基本使用料の 50%、60 日以内でのキャンセルは基本使用料の 70%、30 日以内のキャンセルは
　　基本使用料の 100%をお支払いください。
　　※仮予約期間が 60日を越えて返却した場合も、キャンセル代が発生します。

　　その他の注意事項

1.　ご使用期間中、責任者は必ず常駐してください。
2.　所定の場所以外での飲食はご遠慮願います。
3.　搬入物の搬入、搬出はご使用者側で責任を持って行ってください。
4.　館内各種消防用設備等の機能を損なう行為は一切厳禁とします。
5.　付帯設備等のご使用は、各担当者の指示に従い、終了後は所定の位置にお戻しください。
6.　ご使用中は会場、その他建物、付帯設備、備品等の破損、紛失した場合は実費を申し付けます。
7.　ご使用後は、ご使用者において清掃し、所定の場所に集めてください。
8.　会場側の承認を得ずに、物販の販売、配布物、宣伝、撮影、録音、寄付等は出来ません。事前に担当者と打ち合わせをしてください。
9.　使用者はあらかじめ非常口の所在、避難扉、避難経路の確認をし、非常事態に備えてください。
10. 会場使用に伴う館内での人身事故及び盗難、破損に関しましては会場は一切責任を負いません。
11. その他、ご使用に関しては各担当者と協議、相談の上、その指示に従ってください。



  店舗図面



  店舗図面



  STAGE BOX

常設部分
5120mm

取り外し可能部分 取り外し可能部分 取り外し可能部分 取り外し可能部分

8860mm

1375

845rr
P-TILE TOP

1740



  店舗写真

 　 メインフロア

 　 メインフロア

 　ラウンジフロア



  店舗写真

 2F バーカウンター

 　 ２F 席

 　２F席



  照明配置図



  過去の主な主演アーティスト

BAND
before renewal

2014

2015
DJ
before renewal

2014

2015

RAPPER, SINGER
before renewal

2014

2015

etc

BACK DROP BOMB
LOW IQ 01
BRAHMAN
the band apart
真心ブラザーズ
MUCC
ROTTEN GRAFFTY
The cavemans
ROOT SOUL

大貫 憲章
細美 武士 (ELLEGARDEN)
DJ KAORI
鈴木亜美
SHINTARO
石野 卓球 ( 電気グルーヴ)
DEX PISTOLS
YUMMY
T.J.O
MITOMI TOKOTO&CYBERJAPAN DANCERS
中田ヤスタカ (CAPSULE)
植野 有沙
KENSEI
BABY-T
FUMI☆YEAH
KAZUMA TAKAHASHI
EMMA
MURAKAMIGO
レッドスパイダー
大沢伸一

MENPHIS BLEEK & FREEWAY (from U.S)
MAINO (from U.S)
LUNCH TIME SPEAKS
ZEEBRA
青山テルマ
t-Ace
般若
AK69
VOICE MAIL (from Jamaica)
JASMINE
ANARCHY
卍ライン
KOHH
Bro.KOHN
PUSHIM
あやまん JAPAN
綾小路 翔 ( 氣志團 )
Like a Record round!!round!!round!!( 藤井隆、レイザーラモン RG、椿 鬼奴 )


