
【 缶・パック 】　※要予約

品　名

緑茶

緑茶

190ml缶

料　金 備　考

120
120 250mlﾊﾟｯｸ

【 小型ペットボトル 】　※要予約

ミネラルウォーター

緑茶

ミネラルウォーター

緑茶

烏龍茶

140 330mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

140 350mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

200 500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

200 525mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

200 500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

品　名 備　考料　金

【 大型ペットボトル 】　※要予約

ミネラルウォーター

緑茶

烏龍茶

オレンジジュース

500 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

品　名 料　金 備　考

400 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

500 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

500 1L紙ﾊﾟｯｸ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

【 保温ポット 】　※要予約

品　名 料　金 備　考

ホットコーヒー 3,200 2.5L（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

ホットティー 3,200 2.5L（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

アイスコーヒー 3,500 2.5L（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

アイスティー 3,500 2.5L（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

【 懇親会・パーティ 】　※要予約・2時間飲み放題付き　※会場費別途

プ ラ ン 料　金 備　考

カジュアルイタリアン 2,200～ 若者や女性に人気のﾒﾆｭｰ（15名様より）

老舗洋食店の味 2,314～ 定番のﾊﾟｰﾃｨﾒﾆｭｰ（15名様より）

ホテルシェフのお料理 4,000～ ﾎﾃﾙｼｪﾌが手掛けるｹｰﾀﾘﾝｸﾞ料理（80名様より）

【 お弁当・軽食 】　※要予約

品　名 料　金 備　考

お弁当 780～
ＢＯＸサンドウィッチ 800～
ケーキセット（お飲物付） 740～ ［ｾｯﾄﾄﾞﾘﾝｸ］ｺｰﾋｰor紅茶（HOT・ICE）

【 コピー・ＦＡＸ 】

白黒コピー（税込）

白黒コピー（税込）

カラーコピー（税込）

カラーコピー（税込）

80

品　名 料　金 備　考

A3ｻｲｽﾞ30

A3ｻｲｽﾞ以外20

A3ｻｲｽﾞ

A3ｻｲｽﾞ以外

100

品　名

【 什器・その他 】

演台（追加用）

ホワイトボード／大（追加用）

ホワイトボード／小（追加用）

机（追加用）

椅子（追加用）

パーティション（キャスター付）

レーザーポインター

指示棒

水差しセット

花台

高椅子

姿見

ステージ

テーブルクロス

賞状盆

クローク札（30名様分）

手元ライト

スポットライト

2,000 幅120×高さ180cm

料　金 備　考

2,000 各会場1台既設

3,000
2,000 ﾀﾃ90×ﾖｺ120cm

500 各会場定員人数分無料／幅180×奥行45cm

500 各会場定員人数分無料

各会場1台既設／ﾀﾃ90×ﾖｺ180cm

800

1,000 ［セット内容］水差し・おしぼり・グラス

2,000
1,000
1,000
3,000 各ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ2台既設／W120×D240×H15cm

500
500

2,000
2,000
1,000

大型掲示板掲出料 3,000
ﾋﾞﾙ1階入り口に大型掲示板を掲出。
ﾀﾃ87×ﾖｺ42cm以下のものに限る

1,000

【 外注備品（一例） 】
備　考料　金品　名

生花 5,000～ 盛花・花束など仕様と予算に応じて受注

式次第 5,000～ ﾀﾃ84×ﾖｺ180cm（ｻｲｽﾞ変更可）

吊看板（単色刷） 30,000～
ﾀﾃ45×ﾖｺ360cm
（2色刷・ﾛｺﾞ指定は追加料金）

【 音響 】
品　名 料　金 備　考

マイクセット ﾜｲﾔﾚｽ（ﾊﾝﾄﾞorﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ） 4,000 アンプ含む（イベントホールには既設）

マイクセット 有線（ﾊﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ） 4,000 アンプ含む（ｺﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑには既設）

追加マイク（ﾊﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ/ﾜｲﾔﾚｽ） 1,500
追加マイク（ﾊﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ/有線） 1,500
追加マイク（ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ） 1,500
追加マイク（ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ/ﾜｲﾔﾚｽ） 1,500
ＣＤラジカセ 3,000
アンプ 2,500 マイクには付属

【 周辺機器・付属品 】
備　考料　金品　名

分配器（ＤＶＤ・ビデオ用） 2,000 入力1・出力4

分配器（ＶＧＡ・ＨＤＭＩ用） 2,000 ［VGA］入力1･出力8　［HDMI］入力1・出力4

ダウンコンバーター 3,000 映像信号変換機（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ→ｱﾅﾛｸﾞ）

スイッチャー（ＲＣＡアナログ信号） 2,000 入力3・出力1

スイッチャー（ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ信号） 2,000 入力4・出力1

スイッチャー（ＨＤＭＩ信号） 2,000 入力2・出力1

ラクサー 2,000 AV機器専用台

ＰＣケーブル 1,000 ミニＤ-Sub15ピン

ＨＤＭＩケーブル 1,000 HDMI端子

映像ケーブル 300 ピン端子

音声ケーブル 300 ピン端子

電源延長コード（2本目以降） 300 1本目は無料（数に限り有）

変換アダプター 500

【 映像 】
品　名 料　金 備　考

液晶プロジェクター（4,000lm） 16,000 ラクサー（専用台）・PCケーブル付属

ＴＶモニター（液晶46インチ） 10,000 ラクサー（専用台）付属／画面ﾀﾃ70×ﾖｺ110cm

スクリーン 4,000

100㌅ ﾀﾃ150×ﾖｺ200cm
会場に合うものを
セッティング
サイズ指定不可

90㌅ ﾀﾃ180×ﾖｺ180cm

75㌅ ﾀﾃ150×ﾖｺ150cm

ＤＶＤプレーヤー 3,000 映像ケーブル・音声ケーブル付属

ＯＨＰ（ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ） 4,000 ラクサー（専用台）付属

◆ 貸出什器・備品・その他サービス （円・税抜）

◆ ご飲食 （円・税抜）

補足事項

補足事項

●表示価格は1日単位、1個。　　●上記リストに無い備品・什器類のご要望も承ります。お気軽にご相談ください。　　●備品類のお持込みは可能ですが、ワイヤレスマイクは混線の
可能性があるため、お断りしております。　　●お持込みの備品・機器等に関する設置・調整はお受けできません。予めご了承ください。

●お客様によるご飲食物のお持込みはお断りしております。
●ご注文はご利用日の3日前までにお申し出ください。（商品によっては、前日でも承る事が可能な場合もございますので、お問い合わせください。）

【 インターネット関連 】

モバイルWiFiルーター

アクセスポイント（小）

ハブ

ＬＡＮケーブル（追加用）

ＡＤＳＬ回線使用料 2,000
LANｹｰﾌﾞﾙ1本、ﾓﾃﾞﾑ（4ポート）含む。下り
47Mbps／上り5Mbps。当日の回線使用状況に
よっては、用意出来ない場合有。

LANｹｰﾌﾞﾙ1本付属。下り1Gbps／上り1Gbps。
WiFi環境でご利用の場合は別途アクセスポイ
ントが必要

2,000

3,000 下り440Mbps

1,000

品　名 備　考料　金

300
2,000 16ポート

光回線使用料（4階、8階フロア）

※回線の利用人数が多い場合、ネットワークに負荷がかかり速度が遅くなることがあります。

10台まで同時接続可能

50台まで同時接続可能（条件が合えば100台
まで同時接続可能）2,000アクセスポイント（大）


