
【 １階 】 【 ２階 】

その他備品 料金

マイク(無線･有線) ¥1,100

ビデオデッキ ¥1,100

平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日 DVDデッキ ¥1,100

9:00～12:00 ¥3,300 ¥3,850 ¥2,750 ¥3,300 ¥550 9:00～12:00 ¥9,900 ¥12,100 ¥7,700 ¥8,800 ¥1,100 移動式スクリーン ¥1,100

13:00～17:00 ¥3,850 ¥4,400 ¥3,300 ¥3,850 ¥550 13:00～17:00 ¥12,100 ¥14,300 ¥9,900 ¥11,000 ¥1,100 プロジェクタ- ¥3,300

18:00～21:00 ¥4,400 ¥4,950 ¥3,850 ¥4,400 ¥550 18:00～21:00 ¥14,300 ¥16,500 ¥11,000 ¥12,100 ¥1,100 抽選機(1泊2日) ¥1,650

9:00～17:00 ¥6,050 ¥6,600 ¥4,950 ¥5,500 ¥1,100 9:00～17:00 ¥19,800 ¥24,200 ¥16,500 ¥17,600 ¥2,200 イス(追加) ¥50

13:00～21:00 ¥7,150 ¥7,700 ¥6,050 ¥6,600 ¥1,100 13:00～21:00 ¥24,200 ¥28,600 ¥18,700 ¥20,900 ¥2,200 机(追加) ¥100

9:00～21:00 ¥9,350 ¥10,450 ¥8,250 ¥8,800 ¥1,650 9:00～21:00 ¥30,800 ¥35,200 ¥24,200 ¥27,500 ¥3,300 テント(1泊2日) ¥2,200

【 １階 】 【 ２階 】 移動式ホワイトボード(追加) ¥1,100

木目パ-テ-ション 無料

　布製パーテーション 無料

平日 休日 平日 休日 平日 休日 平日 休日

9:00～12:00 ¥3,300 ¥3,850 ¥2,750 ¥3,300 ¥550 9:00～12:00 ¥14,300 ¥16,500 ¥11,000 ¥13,200 ¥3,300

13:00～17:00 ¥3,850 ¥4,400 ¥3,300 ¥3,850 ¥550 13:00～17:00 ¥18,700 ¥23,100 ¥15,400 ¥17,600 ¥3,300 縦150cm横119cm ２枚

18:00～21:00 ¥4,400 ¥4,950 ¥3,850 ¥4,400 ¥550 18:00～21:00 ¥23,100 ¥26,400 ¥18,700 ¥20,900 ¥3,300 　布製パーテーション

9:00～17:00 ¥6,050 ¥6,600 ¥4,950 ¥5,500 ¥1,100 9:00～17:00 ¥30,800 ¥37,400 ¥24,200 ¥28,600 ¥4,400 縦151.5cm横90cm １枚

13:00～21:00 ¥7,150 ¥7,700 ¥6,050 ¥6,600 ¥1,100 13:00～21:00 ¥37,400 ¥47,300 ¥30,800 ¥35,200 ¥4,400 縦151.5cm横150cm １枚

9:00～21:00 ¥9,350 ¥10,450 ¥8,250 ¥8,800 ¥1,650 9:00～21:00 ¥48,400 ¥60,500 ¥41,800 ¥47,300 ¥6,600 縦151.5cm横180cm ３枚

【 １階 】／【 ３階 】 　移動式ホワイトボード

縦180cm横180.5cm １枚

　ホワイトボード(部屋前案内用)

平日 休日 平日 休日 縦109cm横24.5cm １枚

9:00～12:00 ¥2,750 ¥3,300 ¥1,650 ¥2,200 ¥550 　テント

13:00～17:00 ¥3,300 ¥3,850 ¥2,200 ¥2,750 ¥550 奥行360cm幅540cm 2張

18:00～21:00 ¥3,850 ¥4,400 ¥2,750 ¥3,300 ¥550

9:00～17:00 ¥5,500 ¥6,050 ¥3,300 ¥4,400 ¥1,100

13:00～21:00 ¥6,600 ¥7,150 ¥4,400 ¥5,500 ¥1,100

9:00～21:00 ¥8,800 ¥9,350 ¥5,500 ¥7,150 ¥1,650

2019　守山商工会議所  貸会議室料金表
注意事項 ※物品販売等営利目的での使用はできません（当所会員のみ）　　※使用時間超過30分につき基本料金の２割増し

※キャンセル料(当日全額、～前日6割、～3日前3割、～一週間前無料）

１０１号室 ２０１号室
机11脚(32名)　49.1平米 14.9坪 机15脚(30名)　126.8平米　38.4坪

一 般 会 員
空調料

一 般 会 員
空調料

１０２号室 大ホール
机8脚(23名)　43.1平米 13坪 机60脚(200名)　286.3平米 86.8坪

一 般 会 員
空調料

一 般 会 員
空調料

備品サイズ

　木目パ-テ-ション

１０３号室／３０１号室
一 般 会 員

空調料

外部用１０％税込み



2019.9改訂


