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＜料金表 >
カンファレンススペース使用料金

基本使用料金

カンファレンススペース名
面積
（㎡）

定員
（人）

スクール形式

使用時間ごとの室料

9：00～
12：00
（３時間）

13：00 ～
17：00
（４時間）

18：00 ～
21：00
（３時間）

9：00～
17：00
（８時間）

13：00 ～
21：00
（８時間）

9：00～
21：00
（12時間）

延長料
（１時間あたり）

カンファレンススペースA 115 72 ¥47,300 ¥71,500 ¥62,700 ¥93,500 ¥96,800 ¥132,000 ¥18,700

カンファレンススペースB 114 72 ¥49,500 ¥74,800 ¥66,000 ¥96,800 ¥101,200 ¥137,500 ¥19,800

カンファレンススペースC 48 24 ¥26,400 ¥40,700 ¥35,200 ¥52,800 ¥55,000 ¥74,800 ¥9,900

カンファレンススペースD 34 21 ¥23,100 ¥34,100 ¥29,700 ¥44,000 ¥46,200 ¥62,700 ¥8,800

カンファレンススペースE 42 24 ¥24,200 ¥37,400 ¥33,000 ¥48,400 ¥50,600 ¥69,300 ¥9,900

カンファレンススペースAB 230 168 ¥93,500 ¥143,000 ¥124,300 ¥184,800 ¥193,600 ¥264,000 ¥36,300

カンファレンススペースBC 162 111 ¥73,700 ¥112,200 ¥99,000 ¥145,200 ¥151,800 ¥206,800 ¥28,600

カンファレンススペースDE 82 60 ¥40,700 ¥62,700 ¥55,000 ¥80,520 ¥84,700 ¥114,400 ¥15,400

カンファレンススペースABC 278 186 ¥113,300 ¥173,800 ¥151,800 ¥225,500 ¥236,500 ¥319,000 ¥44,000

設備・備品使用料金

什器備品

名称 仕様 使用可能
カンファレンススペース 料金（税込）

ホワイトボード（※） 全室 無料

ホワイトボードシート（※） 全室 無料

追加ホワイトボード 全室 ¥1,100

講演台
全室 ¥2,200

司会台

3つ折パーテーション 全室 ¥1,100

映像備品

名称 仕様 使用可能
カンファレンススペース 料金（税込）

天吊プロジェクター
（電動スクリーン込み） A、B、D ¥22,000

可動式プロジェクター 全室 ¥11,000

プロジェクター設置台 全室 無料

電動スクリーン A、B、D、BC

¥2,200自立スクリーン 全室

自立スクリーン 全室

DVD/ブルーレイプレイヤー 全室 ¥2,200

TVモニター Panasonic TH-55LF80J（55インチ）

Panasonic DMP-B-D65

80インチ（4:3/W1620×H1220）

120インチ（16:9/W2650×H1500）

120インチ(16:9 / W265×H149)

キャスター付

Panasonic PT-VX425NJ（4500lm）

A：Panasonic PT-DW640（6000lm、HDMI/D-SUB入力）
B：Panasonic PT-DW750JW（7000lm、HDMI/D-SUB入力）
D：Panasonic PT-D5700（5000lm、D-SUB入力）

全室 ¥3,300

（税込）

※ホワイトボード、ホワイトボードシートは1室につきいずれか1つまで。 

ステージ W2400 × D1200(最大4枚)

W1800 × H1800(キャスター付)

W900 × H960 × D450(キャスター付)

W1200 × H900 × D600(キャスター付)

W1800 × H900

W1200 × H900(無地、マグネット式)

W1800 × H900

全室 ¥5,500
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音響備品

名称 仕様 使用可能
カンファレンススペース 料金（税込）

A ¥3,300

部屋音響セット

A、B ¥1,100
追加マイク

D、E ¥1,100

ポータブルアンプセット 全室 ¥3,300

照明備品

名称 仕様 使用可能
カンファレンススペース 料金（税込）

LEDレールライト

ハンドマイクまたはピンマイク1本込(天井スピーカー)
ブルーレイプレイヤー、MD-CD デッキ

ハンドマイクまたはピンマイク1本込(天井スピーカー)
MD-CD デッキ

ハンドマイクまたはピンマイク1本込(天井スピーカー)

ワイヤレスマイク3本、有線2本

ワイヤレスマイク1本、有線1本

ハンドマイク2本込

温白色(3000K、1500lm)、SP12L30-50

USB クリップ式 LED ライト

全室 ¥550

手元灯 全室 ¥550

その他

名称 仕様 使用可能
カンファレンススペース 料金（税込）

インターネット環境
詳細はこちらをご覧ください

全室 無料

全室 ¥5,500

全室 NTTとの直接契約臨時回線(10Gbps)

レーザーポインター 緑色レーザー RX-11G

共用回線(100Mbps)

常設回線(1Gbps)

全室 ¥550

リモート会議セット
C、D、E ¥11,000

姿見 全室 ¥550

サインスタンド 全室 無料

空気清浄機※ 全室 無料

消毒液※ 全室 無料

B ¥3,300

D、E ¥3,300

キャスター付、W420 × H1500

廃棄物処理料
（事務手数料込） 全室

¥99045L ゴミ袋

¥1,87090L ゴミ袋

ジアイーノ

詳細はこちらをご覧ください

非接触体温計※ 全室 無料

アクリルパネル※ 全室 無料

※1室につき1つまで。
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