
POP UP のご案内
（最短1か月～の出店をご希望される方へ）

那覇オーパ



０１．基本情報

名称 那覇オーパ
所在地 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 カフーナ旭橋A街区
代表電話番号 098-996-2108
出店店舗数 約20店舗
敷地⾯積 12801.9㎡(3872.6坪)
総賃貸⾯積 5,215.9㎡(1577.8坪)
駐⾞台数 350台（提携駐⾞場含む）

営業時間

10︓00〜21︓00
※緊急事態宣⾔期間中は⾏政の指導の下20︓00までの営業と
なります

営業時間の異なるショップ
2F  シーズニングチキン 10︓00〜19︓00
2F  OKINAWA BOX 10︓00〜19︓30

（ラスト⼊店18︓10）

休業⽇ 特になし
平均来場客数⾒込み 平⽇ 約2,500⼈、⼟⽇ 約1,500⼈

要
記
入



０２．アクセス

モノレールご利⽤の⽅︓旭橋駅下⾞徒歩2分
⾞でお越しの⽅︓空港⽅⾯から58号線旭橋交差点右折、

旭町交差点⼿前バスターミナル沿いに左折

要
記
入



①2Ｆ 215区画

広さ 約65.30㎡

間⼝ 約4.6ｍ

電源容量 1,500Ｗ

給排⽔設備 無

想定業種 物販・⾷品 等

料⾦ お問い合わせ下さい

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

★該当区画

【区画概要】

要
記
入



０３．ＰＯＰ UP区画詳細

①2Ｆ 215区画要
記
入

ダウンロードもできるように
設定しますので、
この
でなく、

①区画白図（寸法入り）
②写真

を
【

というタイトルにして、
同

メールを下さい



テーブル なし

椅⼦ なし

照明 天井固定２０ スポット（稼働）１０

⾳響 なし

レジ台 なし

レジ お持ち込み下さい

フィッティングスペース なし

平台 なし

姿⾒鏡 なし

ストックルーム なし

コンセント⼝ ３個 （1500Ｗ）

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

①2Ｆ 215区画要
記
入



②2Ｆ 228区画

広さ 約37.05㎡

間⼝ 約13.4ｍ

電源容量 1,500Ｗ

給排⽔設備 無

想定業種 物販・⾷品 等

料⾦ お問い合わせ下さい

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

★該当区画

【区画概要】

要
記
入



０３．ＰＯＰ UP区画詳細

②2Ｆ 228区画要
記
入



テーブル なし

椅⼦ なし

照明 天井固定２４

⾳響 なし

レジ台 なし

レジ お持ち込み下さい

フィッティングスペース なし

平台 なし

姿⾒鏡 なし

ストックルーム なし

コンセント⼝ ２個 （1500Ｗ）

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

②2Ｆ 228区画要
記
入



③2Ｆ 229区画

広さ 約21.94㎡

間⼝ 約13.2ｍ

電源容量 1,500Ｗ

給排⽔設備 無

想定業種 物販・⾷品 等

料⾦ お問い合わせ下さい

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

★該当区画

【区画概要】

要
記
入



０３．ＰＯＰ UP区画詳細

③2Ｆ 229区画要
記
入

ダウンロードもできるように
設定しますので、
このPPT
でなく、

①区画白図（寸法入り）
②写真

を1つのフォルダにまとめ、
【SC名
というタイトルにして、
同PPT
メールを下さい



テーブル なし

椅⼦ なし

照明 天井固定１１ スポット（稼働）１３

⾳響 なし

レジ台 なし

レジ お持ち込み下さい

フィッティングスペース なし

平台 なし

姿⾒鏡 なし

ストックルーム なし

コンセント⼝ ３個 （1500Ｗ）

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

③2Ｆ 229区画要
記
入



④2Ｆ 221区画

広さ 約66.17㎡

間⼝ 約24.0ｍ

電源容量 無

給排⽔設備 無

想定業種 物販・⾷品 等

料⾦ お問い合わせ下さい

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

★該当区画

【区画概要】

要
記
入



０３．ＰＯＰ UP区画詳細

④2Ｆ 221区画要
記
入



テーブル なし

椅⼦ なし

照明 天井固定３９ スポット（稼働）１０

⾳響 なし

レジ台 なし

レジ お持ち込み下さい

フィッティングスペース なし

平台 なし

姿⾒鏡 なし

ストックルーム なし

コンセント⼝ ０個 （1500Ｗ）

０３．ＰＯＰ UP区画詳細

④2Ｆ 221区画要
記
入



０４．館内ルール

⼊館⽅法 2Ｆ防災センター出⼊り⼝より⼿続きの上ご⼊館ください

⼿続き⽅法 2Ｆオーパ事務所へ、「⼯事・作業⼊店許可申請書」を⼊店⽇の5⽇前
までにご提出ください

休憩所 2Ｆに従業員休憩室があります

使⽤可能な化粧室 なし

使⽤可能喫煙場所 2Ｆ従業員休憩室内に喫煙室があります

貸出し可能備品 お問い合わせ時にご確認下さい

ごみ処理 基本的にはお持ち帰りをお願いしております

会場内サンプリング 要相談

記録写真撮影 要相談

申請書類 別ページ記載

宅配便カウンター なし

イベント会場詳細 別ページ記載

要
記
入



０５．設営・撤去

作業可能時間 朝は9時30分まで、夜は21時00分以降
※営業時間中の作業は原則禁⽌です

夜間警備費
夜間作業（23時00分〜翌9時00分）は夜間警備費が必要です
※1⽇ 税別21,000円。希望⽇の1週間前までに「⼊館・⼯事申請書」をオーパ
事務所へご提出ください

台⾞ テナント全体共有（ロングカート×4台、⼿押し×１台）

注意事項 ・イベント終了後は原状回復を確実に⾏ってください
・いかなる場合でも、オーパ事務所の指⽰に従って設営及び運営をしてください

要
記
入



０６．後⽅図⾯（スタッフ⼊館時）

要
記
入

・駅(2F)を出て、背に左手に建物沿って進み、防災センターより入館ください。

・防災センターにて入館の手続きをして仮入館証(とセキュリティカード)を受け取ってください。

・防災センターからOPA売り場へ出る際は扉横の機会にセキュリティカードをかざしてください。

・事務所へお越しの際は、防災センターから売り場に出て、お客様用女子トイレ前の扉からバックヤードに

　お入り頂き、真っすぐ進んだ突き当りです。

・荷物仮置き倉庫は上記の赤い○部分です。

売り場

事

務

所

防災センター入口

自

販

機



０７．後⽅図⾯（⾞両⼊館時）

要
記
入

空港⽅⾯から58号線旭橋交差点右折し、
旭町交差点⼿前をバスターミナル沿いに左折、

⽴駐⼊⼝を50ｍほど過ぎた左⼿に、トラックヤード⼊⼝がございます



０８．関係者受付・駐⾞場

■⼊館時は窓⼝にて受付を⾏い、⼊館証を受け取ります
■退館時は⼊館時と同じ窓⼝にて受付を⾏い、⼊館証を返却します
■イベント開催ご関係者様は必ず受付を⾏ってください

要
記
入

< <トラックヤード＞＞ ＜＜荷物用共用EV＞＞

　※カフーナA街区共有使用

< <カフーナA街区防災センター＞＞ < <入館証＞＞

※トラックヤードは共有の為、長時間の占有はできませんのでご注意ください。

※催事業業者さま用駐車場はございません。当街区立体駐車場（実費）もしくは近隣駐車場をご利用下さい。



「お問い合わせ先」から、実施概要・ご希望スケジュール・取扱い予定品⽬
（イメージ画像付）・ご連絡先・会社概要 等をメールでお送りください。

上記概要書等の確認後、当社にて実施の審議を⾏い、ご連絡いたします。
尚、審議上ご使⽤不可となった場合、ご連絡を致し兼ねる場合もございますので予めご了承ください。

０９．申し込みについて



下記内容は実施出来ませんので予めご了承下さい

①政治・宗教に関する事、公序良俗に反する内容、反倫理活動に関するもの

②他人の信用または名誉プライバシーを侵害するもの

③商標・著作権など無断で使用するもの

④当社の運営・利用を妨げるもの（テナントとの競合を含む）

また、次の場合は使用許可を取り消す場合があります。尚、使用許可取消しに伴う損害等については一切の責任を負いません

・使用目的・内容等の変更について事前にお申し出のない場合

・使用規定に違反のあった場合、また使用上諸般の危険が予想されるとみなした場合

・虚偽の申請、その他不正手段により使用許可を受けた事実が判明した場合

・使用の権利を譲渡、転貸した場合・その他管理上、支障または不適当と認められた場合

１０．禁⽌事項



①２F 215区画図



②２F 228区画図



③２F 229区画図



④２F 221区画図


