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国家試験をはじめ、年間70件を
超える各種試験を取り扱っている
フォーラムエイトのノウハウを
活かし、試験当日までしっかり
サポートいたします。
フォーラムエイトのホール・
会議室と組み合わせて利用する
ことで、1,000名超規模の試験
にも対応可能です。

231㎡の広さを贅沢に使い、
全ての座席の間隔を1ｍ以上確保。
会場の隣には控え室も完備。

・ゆとりレイアウトで受験者安心

・窓あり会場で自然換気も可能

・マイク 1本常設で準備も楽ラク

・感染症予防レンタル備品も充実



渋谷試験センター
　概　要

控室（992）

渋谷試験センター 2名掛72席

ロの字8席

231㎡

30㎡

会　場 面積定員

１．営業時間は9:00～21:00です。
　上記が基本の時間枠です。なおこの時間枠の前後に時間延長いただける場合もありますのでご相談ください。
２．営業時間外のご利用に関しては個別にご相談ください。21:00以降の夜間時間外をご利用希望の場合は、ご利用予定日の30日前までにお申し込みください。
　それ以降の夜間時間外のお申し込みは承れません。
３．原則として、ご予約日時の変更は認められません。
４．使用時間には、準備、後片付け等、一切の時間を含みます。
５．入退室時間を厳守してください。入室時間は鍵のお渡し時間（予約時間の30分前より可）、退室時間は鍵の返却時間となります。
　 ８階受付にて鍵をお受け取りください。なお鍵を紛失または破損された場合は実費請求させていただきます。
6．退室時間までに鍵のご返却がなかった場合、自動的に１時間単位での延長料金が発生します。21：00までにご退室いただけない場合は、別途遅延損害金
 　（ご利用会場使用料相当額）を加算して申し受けます。

9:00 13:00

午後＋夜間　13:00~21:00（8H）

午前＋午後　9:00~17:00（8H）

終日　9:00~21:00（12H）

17:00 21:00

使用時間

※渋谷試験センターのレイアウトは2名掛ゆとりスクール72席、控室はロの字8席固定となります。お客様自身でレイアウトを変更された場合は、原状復帰を
　お願いします。　原則、定員分を超える机・椅子の追加はできません。
※異なるレイアウトでの利用を希望される場合は、レイアウト変更料が加算されます。その場合、原状復帰の必要はありません。

132,000 132,000 176,000 19,800 14,850 55,000

9～21時13～21時9～17時 延長1時間 時間外延長
0.5時間

レイアウト
変更料

料　金 （円・税込）

※備品類のお持込みは可能ですが、ワイヤレスマイクは混信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。
※WiFiルーターの通信速度はベストエフォート型となっております。

貸出備品･その他サービス （円・税込）

飛沫感染予防用
アクリルパネル

サーキュレーター

品　名 料　金 備　考

マイク（追加用）

両面ホワイトボード大
（追加用）

パーテーション
（キャスター付き）

モバイルWiFiルーター

大型掲示板掲出料

1,650

3,300

有線/ワイヤレス/ピン/ヘッドセットから選択
マイクスタンド（卓上/フロア）無料

マーカー（赤･青･黒）・イレーサー付属
サイズ：タテ90cm×ヨコ180cm

マーカー（赤･青･黒）・イレーサー付属
サイズ：タテ90cm×ヨコ120cm

サイズ：高さ180cm×幅120cm

同時接続台数：最大約40台
（2.4GHｚ…約20台 ・5GHｚ…約20台）

サイズ：タテ87cm×ヨコ42cm以下のものに限る
ビル1階正面玄関の大型掲示板にポスター・
看板等を掲出
用途に見合ったサイズを設置
・Ｗ60cm×H80cm
・Ｗ60cm×H60cm

アイリスオーヤマ（PCF-MKM18）

両面ホワイトボード小
（追加用） 2,200

2,200

3,300

3,300

1,100

880

フロアガイド

9F

渋谷試験
センター
渋谷試験
センター

控室
(992)
控室
(992)

お手洗い 非常階段

自動販売機 エレベーター



■ ご利用料金・キャンセル規程
１．ご利用料金は、予告なく変更される場合がございます。ご利用料金はご予約
　　成立時点での料金が適用されます。
　　ただし、ご予約成立後にご利用時間の変更（追加）を頂いた場合は、追加分は
　　追加申込みを頂いた時点での料金が適用されます。

２．お客様のご都合によるご予約キャンセルは以下のキャンセル料を申し受けます。

＜貸出備品・什器＞
　 ご利用当日のキャンセルは不可。
　 (注)外部に発注した備品類はその業者の規程に従います。

３．ご予約時間区分の短縮により差額が生じる場合もキャンセル対象となります。
　　その際のキャンセル料の計算および発生期間の規程は上記に準じます。
　　(注)キャンセル料金の精算には、ポイントはご利用いただけません。

＜キャンセル規程＞

税込室料の50％

予約成立後～31日前 30日前～ご利用当日

税込室料の100％

■ お申し込みとお支払い方法
１．お申し込み
　　ご利用日の6ヶ月前から承ります。

２．仮予約
　　仮予約期間は原則として受付日から起算して7日とします。
　　仮予約期間内に本予約をされない場合は仮予約は自動的に効力を失います。
　　ご利用希望日まで7日ない場合は、仮予約をお受けすることはできません。

３．本予約
　　本予約のお申し込みは電話もしくはホームページよりお申し込みください。
　　ご予約成立後、「ご予約内容確認書」をお送りいたします。
　　当ビル8階受付でもご予約可能です。

４．お支払い
　　請求書をお送りいたしますので、ご利用日の14日前までに指定の銀行口座へ
　　お振込みをお願いいたします。
　　※銀行振込手数料はお客様にてご負担願います。
　　※領収書は発行しておりません。お振込後に発行される「振込み明細書」を
　　　ご利用ください。

１．暴力団関係者、その他反社会的団体に属する者と認められた場合。
　　この他、これらに類する団体またはその団体に属する個人、もしくはこれらと
　　取引関係にある団体・個人も同様とする。

２．公序良俗に反する行為を行っている、またはそれが疑われる団体及びその関係
　　先による利用、もしくはこれらのために当施設を利用する場合。

３．貸し会議室の運営上支障があると当社が判断した場合。

４．安全管理上の支障や道徳上不適当であると当社が判断した場合。

５．他の利用者または館内テナント等に迷惑を及ぼす事態が予想されると当社が
　　判断した場合。

６．ご予約内容確認書に記載された内容が事実と異なる場合。

７．使用の権利を第三者に譲渡したり、転貸した場合。

８．本使用規則に反する催事や行為があった場合。

９．関連法令に反する場合。

１０．利用目的等を勘案し、当社がお受け出来ない催事内容と判断した場合。

１１．その他、当社の指示に従って頂けない場合。

■ 使用制限

■次の場合は、予約の取り消し、ご使用を即時中止して頂くことがあります。
　その際に生じた損害については、当社は一切責任を負いませんので、予め
　ご了承ください。

※ご予約の際には、必ず渋谷試験センター使用規則を
　ご確認ください。
※ご利用の流れの詳細は、ホームページをご覧ください。
※当日精算をご希望のお客様は、ご予約の際に
　お申し出ください。

電話・
メールで
お問合せ

空室状況
確認

かんたん
予約

予約内容
確認書の
送付

請求書の
送付

￥

ご入金
（銀行振込）

当日の
ご利用

使用規則

ご利用の流れ

１．パンフレット記載の料金は全て税込価格です。
　　なお、消費税の計算上、ご請求の際に合計額が異なる場合がございます。

２．定員を厳守してください。

３．鍵を紛失または破損された場合は実費請求させていただきます。

４．営業時間外（早朝または夜間）のご利用には、警備料が発生する場合があり
　　ます。事前にご相談ください。

５．発火物、その他危険物のお持込みは固くお断りします。

６．ご飲食のお持込みはご遠慮ください。お弁当、お飲み物のご注文については、
　　ご予約時にお申し付けください。

７．備品類はお持込み頂けますが、ワイヤレスマイクについては混線の可能性が
　　あるためご遠慮ください。
　　なお、お持込みの什器・備品等に関する設置・調整はお受けできませんので、
　　予めご了承ください。

８．大型物品の搬入・搬出が見込まれる場合には、ご予約の際に必ずお申し出くだ
　　さい。エレベーター（業務兼用）の手動使用許可申請書をお送りいたしますので、
　　ご利用日の5日前までにご提出ください。
　　（注）8:30～9:00、11:50～13:10はエレベーターの手動化はできません。

９．発生したゴミは原則としてお持ち帰りいただきますようお願いします。
　　当社に処分を依頼される場合は有料（実費）となります。ご了承ください。

１０．重要書類や、貴重品類の盗難・損壊等につきましては、当社は責任を負い
　　　かねます。主催者様にて、損害保険等の保全処置を講じてください。

１１．入場者の人員整理、誘導や盗難・事故防止は、ご利用者様の責任において
　　　対処願います。

１２．室内において、音が過剰に外に漏れる行為は禁止とさせていただきます。
　　　また、廊下及び共用スペースでは、大声で騒ぐなど他のお客様のご迷惑に
　　　ならないようにお願いいたします。
　　　この他、公序良俗に反する行為は厳禁です。

１３．皆様が利用されるレンタルスペースですので、室内はきれいにご使用いた
　　　だきますようお願いいたします。
　　　なお、室内または共用スペースの壁、扉、付帯設備に画鋲、釘、ガムテープ
　　　等を使用することは固く禁じます。
　　　万が一、お客様の帰責事由により什器・備品等の破損、または室内、共用
　　　スペ－スの汚損が発生した場合には修理代等を請求させていただく場合が
　　　ございますのでご了承ください。

１４．当社の許可なく当ビルの入り口、館内の廊下、壁、扉等にポスターや看板、
　　　旗等を掲出しないでください。また、所定の規格サイズを超えるものは
　　　ご遠慮ください。

１５．火の元には充分にご注意くださいますようお願いいたします。

１６．喫煙はビルの所定の場所でお願いいたします。

１７．不測の災害に備え、非常口・誘導方法・消火設備等を予めご確認ください。

１８．電話の取次ぎ、伝言は基本的にお受けできません。必ず主催者様にてご対応
　　　願います。また、出席者へ事前告知をする場合には主催者様側のご連絡先を
　　　お伝えください。

１９．重要書類や貴重品類のお預けはご遠慮願います。万が一、紛失事故が発生
　　　しても、当社では一切責任を負いませんのでご了承ください。また、発火性
　　　のある物など危険物のお預けも固くお断りいたします。

２０．事前に当方宛に発送物がある場合には、必ずご一報くださいますようお願い
　　　いたします。
　　　なお、発送品に係るトラブル（未着や破損等）につきましては、当社は一切
　　　責任を負いません。

２１．設備の故障等やむを得ない事由により、ご予約頂いた会場が使用できない
　　　場合には、当社の判断で、同等以上の会場に変更させていただくことがご
　　　ざいます。ご了承下さい。これに関し、お客様の方で発生した損害等につき
　　　ましては、当社は一切責任を負いません。

２２．当社の帰責事由により、主催者様が被った損害の賠償を当社に対し請求され
　　　た場合は、当社は当該利用室料の範囲内において賠償するものとします。
　　　但し、主催者様の損害のうち、機会損失等の得べかりし利益に関しましては、
　　　当社はその損害の責を負いません。

２３．天災地変、行政からの指導等より使用が中止された場合、その損害について
　　　当社は一切責任を負いません。

２４．本使用規則、室料、会場の付帯設備や備品等は、予告なく変更・改定する
　　　ことがあります。

■ その他注意事項

2021年3月1日改定



渋谷試験センターのコロナ対策
安心・安全にご利用頂くために

スタッフの
マスク着用＆検温

1階・8階
消毒剤設置

8階受付
パネル設置

設備・備品等
アルコール消毒

1 階ビル入口と 8 階受付に
手指消毒アルコール液を設置
しています。
手指のアルコール消毒に
ご協力ください。

マイクなどのお貸し出し備品
やドアノブ、各種スイッチ
などの除菌・清掃を行って
おります。
エレベーターボタンや複数の
お客様が触れる箇所は毎日
定期的に清掃を行い、抗菌
作用があるコーティング剤も
塗布しております。

全てのスタッフは出勤前に
検温を行い、体調をチェック
しております。
また、マスク着用を徹底し、
定期的な手洗い・消毒を励行
しています。

8 階総合受付には飛沫感染
防止の為のパネルを設置して
います。
各階エレベーターホールや
館内デジタルサイネージに
人と人の距離を取っていただ
くよう、ソーシャルディス
タンスの明示をしています。

アクセス /  ACCESS
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スターバックス
TSUTAYA

西武渋谷店A館

109
MEN’S

渋谷駅前
交番

ハチ公像

渋谷駅渋谷駅

エクセル
ホテル東急

シブヤ
109

9 F  渋谷
試験センター
9F  渋谷
試験センター

渋谷
スクランブル
スクエア

1

2

3

4

5

6

1

渋谷駅ハチ公口からスクランブル交差点へ

2

スターバックスや TSUTAYAを右手に
渋谷 109を目指す

3

渋谷 109を右手に道玄坂をのぼる
左手に TOHOシネマズが見えてくる

4

ファミリーマートやロイヤルホストを
右手に見ながら道なりに直進

5

左手には目印の新大宗パーキング
右手にはセブンイレブン

6

1F 同ビルにはスポーツサイクル専門店
Y'sROAD！道反対には KFC

渋谷駅から徒歩 5分

1 階入り口から
エレベーターで
9階へ
詳しくはWebで

ご予約・お問い合わせ

(電話) 新規問合せ 03-3780-0069
その他 03-3780-0008

(FAX) 03-3780-0098

(メール) info@forum-8.co.jp

(URL) www.forum-8.co.jp/shibuya-test-center

(住所)
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-10-7　新大宗ビル9F


