
【 缶・パック 】　※要予約

品　名

緑茶

緑茶

190ml缶

料　金 備　考

132
132 250mlﾊﾟｯｸ

【 小型ペットボトル 】　※要予約

品　名 備　考料　金

ミネラルウォーター

緑茶

ミネラルウォーター

緑茶

154 330mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

154 350mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

220 500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

220 525mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

【 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

550 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

品　名 料　金 備　考

440 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

550 2Lﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

550 1L紙ﾊﾟｯｸ（紙ｺｯﾌﾟ15個付）

【 お弁当・軽食 】　※要予約

品　名 料　金 備　考

お弁当 詳細はホームページ参照

詳細はホームページ参照

770～
オードブル 1,980～
※お弁当のご注文はご利用日の3日前（土日祝日を除く）までにお願いいたします。

※オードブルのご注文はご利用日の1週間前までにお願いいたします。

【 その他サービス 】
品　名 料　金 備　考

コピー
プリントアウト

白黒コピー　¥20／1枚（B5,A4,B4）
白黒コピー　¥30／1枚（A3）
カラーコピー　¥80／1枚（B5,A4,B4）
カラーコピー　¥100／1枚（A3）

20～

大型掲示板掲出料 3,300
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

品　名

【 その他備品 】

パーテーション（キャスター付き） 2,200 サイズ：高さ180cm×幅120cm

料　金 備　考

演台（追加用） 2,200
サイズ：W90cm×D45cm×H100cm
　（異なるサイズの場合も有）
各会場1台既設

空気清浄機 1,100
DAIKIN（MCK70W）
窓無し会議室は1台既設
（異なる機種の場合も有）

両面ホワイトボード 小（追加用） 2,200
マーカー（赤･青･黒）・イレーサー付属
サイズ：タテ90cm×ヨコ120cm
405､505､720､775会議室は1台既設

机（追加用） 550
サイズ：W180cm×D45cm×H70cm
各会場定員人数分無料

サーキュレーター 880
アイリスオーヤマ（PCF-MKM18）
窓無し会議室は1台既設

椅子（追加用） 550 各会場定員人数分無料

両面ホワイトボード 大（追加用） 3,300
マーカー（赤･青･黒）・イレーサー付属
サイズ：タテ90cm×ヨコ180cm　各会場1台既設
（405､505､720､775会議室は小タイプ既設）

水差しセット 1,100 【内容】水差し・グラス・おしぼり

テーブルクロス 880 カラー：白

サイズ：W45cm×D45cm×H75cm花台 2,200

3名掛スクール78名定員以上の会場には既設高椅子 1,100

ステージ 3,300
サイズ：W120cm×D240cm×H15cm
3名掛スクール201名定員以上会場は2台既設

指示棒／ レーザーポインター 550

賞状盆 2,200

手元ライト 1,100

姿見（キャスター付き） 1,100
サイズ：鏡部分 タテ110cm×ヨコ30cm 
全体高さ145cm

天井コンセントレール用
※天井コンセントレール設置は一部の会場のみスポットライト 1,100

【最大火力】左：1,400W／中央：300Ｗ／右：700Ｗ
サイズ：W56cm×D40cm×H6cm
774会議室、1103会議室でのみ使用可能
※必ず換気扇の下でご利用ください

3口IHクッキングヒーター 3,300

【定格内容積】318L（両開きタイプ）
【電源】単相100V　　【消費電力】冷却時163/163W
サイズ：W120cm×D75cm×H80cm
デジタル温度表示で-6〜12℃まで調節可能
連続利用3日間まで19,800円（1日利用の場合も同額）

冷蔵コールドテーブル
（キャスター、トレー付）

19,800

飛沫感染予防用アクリルパネル 1,100
用途に見合ったサイズを設置
・Ｗ60cm×H80cm
・Ｗ60cm×H60cm

【 外注備品 】
備　考料　金品　名

生花 5,500～ 盛花・花束など仕様と予算をご指定ください

式次第 5,500～ サイズ：タテ84cm×ヨコ180cm

吊り看板 33,000～
サイズ：タテ45cm×ヨコ360cm
２色刷・ロゴ指定等は追加料金

【 音響関係 】
品　名 料　金 備　考

マイク（アンプ含む） 4,400

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
3名掛スクール78名定員以上の会場には1本
既設

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

追加マイク 1,650

ＣＤラジカセ 3,300

アンプ（単体） 2,750 マイクには付属

※ワイヤレスマイク（B型帯・800Mhz/C型帯・300Mhz）は混信の可能性があるため、持ち込みはご遠慮ください。

※ネットワークに負荷がかかっている場合、速度が遅くなることがあります。

※各通信速度はベストエフォート型です。通信速度は利用環境（端末の処理能力、ハブやルーター等利用

   機器の機能・処理能力、LANケーブル規格等）、建物内の伝送方式、電波の影響、回線混雑状況、利用

   時間帯などのさまざまな要因で変動します。

【 通信備品 】

ＡＤＳＬ回線使用料 2,200
LANｹｰﾌﾞﾙ1本・ﾓﾃﾞﾑ（本体4ポート）付属
無線LAN環境で利用の場合は、別途アクセス
ポイントが必要

モバイルWiFiルーター 3,300
同時接続台数：最大約40台
（2.4GHｚ…約20台・5GHｚ…約20台）

品　名 備　考料　金
共有回線
LANｹｰﾌﾞﾙ1本付属
無線LAN環境で利用の場合は、別途アクセス
ポイントが必要

2,200光回線使用料（4階・8階・12階）

アクセスポイント（小） 1,100 同時接続台数：最大約18台

同時接続台数：最大約100台
（2.4GHｚ…約50台・5GHｚ…約50台）2,200アクセスポイント（大）

分配器 2,200 RCA用・HDMI用・VGA用

スイッチャー 2,200 RCAアナログ信号・HDMI信号・VGA信号

RCAケーブル 330

ＨＤＭＩケーブル／VGAケーブル 1,100

音声ケーブル 330 ピン端子、ヘッドフォン接続端子対応可能

電源延長コード（2本目以降） 330 1本目は無料で貸し出し

【 映像関係 】
品　名 料　金 備　考

液晶プロジェクター（4,000lm） 17,600
プロジェクター台・PCケーブル(HDMI端子or
VGA端子)付属
変換アダプター別途有料

液晶モニター（46インチ） 11,000
モニター台・映像ケーブル（HDMI端子 or
VGA端子 or RCA端子）付属
画面サイズ：タテ74.4cm×ヨコ110.5cm

スクリーン 4,400

100㌅ ﾀﾃ150×ﾖｺ200cm

90㌅ ﾀﾃ180×ﾖｺ180cm

75㌅ ﾀﾃ150×ﾖｺ150cm

会場規模に見合った
サイズを設置

ＤＶＤプレーヤー 3,300 映像・音声ケーブル（RCA）付属

変換アダプター 550

VGA→Lightning
VGA→Mini DisplayPort
VGA→USB-C

HDMI→Lightning
HDMI→Mini DisplayPort
HDMI→USB-C
HDMI→VGA

液晶プロジェクター台 2,200
サイズ：W45cm×D60cm×H65cm
（異なるサイズの場合も有）
キャスター付き

◆ 貸出什器・備品・その他サービス （円・税込）

◆ ご飲食 （円・税込）

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。

補足事項

●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。　　●懇親会・パーティも承っております。ケータリングプラン等の詳細はお問い合わせください。　　●お飲み物の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。）


