
品名                       数量　     使用料（円）                                                         備考
液晶テレビ（52インチ）  　  1台 　   5,500 　　PC接続対応可能（音声出力は申し込み要）
DVDデッキ          1台 　   5,500  
テレビ会議システム         1台 　55,000  
衛星放送設備費         1回 　45,000  
液晶プロジェクタ7000Lumens 　  1台 　19,639 　　天井吊下架台あり  1会場3台対応  1会場2台目以降半額（M・L・Gホール）
液晶プロジェクタ6000Lumens 　  1台 　13,806 　　天井吊下架台あり  1会場2台～3台対応 1会場2台目以降半額（B・Cタイプ）
液晶プロジェクタ4000Lumens  　 1台 　  8,556 　　天井吊下架台あり（A・ABタイプ）
電動スクリーン 3600mm×3000mm 　  1面 　12,833 　　電動式　1会場3面対応（L・Gホール） 2台目以降半額
電動スクリーン 2400mm×2000mm　   1面 　12,833 　　電動式　1会場3面対応（Mホール） 2台目以降半額
スクリーン　2400mm×2000mm 　  1面 　  8,556 　　手動式　1会場2面対応（C・Bタイプ） 2台目以降半額
スクリーン　2000mm×1600mm 　  1面 　  4,278 　　手動式　1会場1面対応（A・ABタイプ）
OHP (ズーム機能付)   　 1台 　  8,796 　　手元操作可能
書画カメラ   　  1台 　18,000  
ビデオデッキ (VHS)   　 1台 　  2,759  
ビデオテープ (VHS)  　  1本 　     546  
DVD-R   　  1枚 　  1,500  
ビデオカメラ(デジタルカメラ) 　  1台 　13,194  
ビデオカメラ(固定カメラ) 　  1台 　11,000 　　分配用・記録用
同時通訳ブース     　　対応可  
控室映像分配（申し込み要）    　　無料 但しSAタイプ以上

品名                       数量　     使用料（円）                                                         備考
固定白板                          　　　　　 　  1台 　　  - 　　室料金に含む（ただし、面接会場および分割会場は除く）
演台（1台/1室）                          　  1卓 　   3,296 　　室料金に含む（ただし、面接会場および分割会場は除く）
                                                                                                             追加演台は別途料金
司会台 　　　　　　　　　　  　   1台         3,296  
ホワイトボード 　　　　　　    1台         1,204 　　移動型（外注は別料金）

)mm053×0021×0081（  台1　     692,3         台1          台舞
Bフレッツ(100Mbps)  共有回線     1回線          無料  
Bフレッツ(100Mbps)  専用回線     1回線      11,000 　　2日目以降は10％のみのご請求
コピー機貸し出し（2日目以降は10％）      1台      33,000 　　2日目以降は10％のみのご請求
コピー料金(モノクロ)                                 1枚                 9  
コピー料金(カラー)                                 1枚               65  
Fax機　貸し出し (2日目以降は10％)        1台         8,796 　　回線は別途料金
ノートパソコン貸出                                 1台         8,796 　　2日目以降は10％のみ
吊看板                                                         1枚      20,370 　　5400×900mm（外部発注　1週間前までの申し込み） 墨一色
式次第                                                         1枚      20,370 　　1800×900mm　墨一色
立看板                                                         1台      20,370 　　1800×900mm　墨一色
机垂れ紙                                                         1枚            546  
会議机 (追加)                                1台            676  
会議椅子 (追加)                                1脚            231  
指示棒（1本）（申し込み要）       1本          無料  
レーザーポインタ                                1本         1,111  
案内板                                                         1台            546 　　館内張り紙禁止
テーブルクロス                                1枚            676  
盛り花                                                         1壷    5,000～  
手元ランプ                                                              -            546  
延長コード                                                         5本          無料 　　6本目から有料　546円
パーテーション                                         1枚        3,296 　　（900×1800mm）
コートハンガー        1台         1,111  
賞状盆（サイズ問わず）             1式         1,111  
設営費 (ホール)        1回      16,667 　　シアター形式及び大幅な設営変更  別途費用
設営費 (C,Bタイプ)        1回         8,796 　　シアター形式及び大幅な設営変更  別途費用
設営費 (A,ABタイプ)        1回         5,556 　　シアター形式及び大幅な設営変更  別途費用
受付机・椅子（申し込み要）       1式          無料  
控え室お茶セット（申し込み要）       1式          無料  
水差し・おしぼり        1本          無料 　　2本目から有料（219円）
Fax受信料         1枚          無料  
Fax送信料         1枚                 9 　　9円×枚数+93円
サービススタッフ        1人         6,000 　　受付補助・ドリンクサービスなど

品名                       数量　     使用料（円）                                                         備考
マイク (ワイヤレス・有線マイク)       1本         2,417  
卓上スタンド/マイクスタンド       1本         1,111  
ミキサー (YAMAHA MG16/4)      １台         6,046  
マイクシステム       １台         6,046          移動型
カセットデッキ (録音・再生)      １台         2,759  
DVDデッキ・MD・CDデッキ       1台         5,500  
カセットテープ        1本             222  
音声出力費（持ち込み備品より）       1台         2,417          持ち込み備品の音声を会場内スピーカーから出力
マイク音声出力量        1台         4,843  

品名                       数量　     使用料（円）                                                          備考
シャトルバス増便  　   1H      23,889          中型（37名+補助席8名　45名収容）

■税別表示です。
■マイク/スピーカー音響機器においての持ち込みは固くお断りいたします。
■上記備品の持込に関しては別途持込料をご請求する場合があります。
■備品のキャンセルは3日前までとなりますので、ご了承くださいませ。
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