
日数 通常 3day 4day 5day 6day 7day
割引率 0% 27% 29% 31% 33% 35%

1時間 22,000 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可
2時間 44,000 ¥32,120 ¥31,240 ¥30,360 ¥29,480 ¥28,600
3時間 66,000 ¥48,180 ¥46,860 ¥45,540 ¥44,220 ¥42,900
4時間 88,000 ¥64,240 ¥62,480 ¥60,720 ¥58,960 ¥57,200
5時間 110,000 ¥80,300 ¥78,100 ¥75,900 ¥73,700 ¥71,500
6時間 132,000 ¥96,360 ¥93,720 ¥91,080 ¥88,440 ¥85,800
7時間 143,000 ¥104,390 ¥101,530 ¥98,670 ¥95,810 ¥92,950
8時間 154,000 ¥112,420 ¥109,340 ¥106,260 ¥103,180 ¥100,100
9時間 165,000 ¥120,450 ¥117,150 ¥113,850 ¥110,550 ¥107,250

10時間 176,000 ¥128,480 ¥124,960 ¥121,440 ¥117,920 ¥114,400
11時間 187,000 ¥136,510 ¥132,770 ¥129,030 ¥125,290 ¥121,550
12時間 198,000 ¥144,540 ¥140,580 ¥136,620 ¥132,660 ¥128,700
13時間 209,000 ¥152,570 ¥148,390 ¥144,210 ¥140,030 ¥135,850
14時間 220,000 ¥160,600 ¥156,200 ¥151,800 ¥147,400 ¥143,000
15時間 225,500 ¥164,615 ¥160,105 ¥155,595 ¥151,085 ¥146,575

深夜・早朝料金
21:00～9：00 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時

当日延長料
※割引対象外 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時

日数 通常 3day 4day 5day 6day 7day
割引率 0% 27% 29% 31% 33% 35%

1時間 55,000 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可
2時間 110,000 ¥80,300 ¥78,100 ¥75,900 ¥73,700 ¥71,500
3時間 165,000 ¥120,450 ¥117,150 ¥113,850 ¥110,550 ¥107,250
4時間 220,000 ¥160,600 ¥156,200 ¥151,800 ¥147,400 ¥143,000
5時間 275,000 ¥200,750 ¥195,250 ¥189,750 ¥184,250 ¥178,750
6時間 330,000 ¥240,900 ¥234,300 ¥227,700 ¥221,100 ¥214,500
7時間 363,000 ¥264,990 ¥257,730 ¥250,470 ¥243,210 ¥235,950
8時間 396,000 ¥289,080 ¥281,160 ¥273,240 ¥265,320 ¥257,400
9時間 429,000 ¥313,170 ¥304,590 ¥296,010 ¥287,430 ¥278,850

10時間 462,000 ¥337,260 ¥328,020 ¥318,780 ¥309,540 ¥300,300
11時間 495,000 ¥361,350 ¥351,450 ¥341,550 ¥331,650 ¥321,750
12時間 528,000 ¥385,440 ¥374,880 ¥364,320 ¥353,760 ¥343,200
13時間 561,000 ¥409,530 ¥398,310 ¥387,090 ¥375,870 ¥364,650
14時間 594,000 ¥433,620 ¥421,740 ¥409,860 ¥397,980 ¥386,100
15時間 610,500 ¥445,665 ¥433,455 ¥421,245 ¥409,035 ¥396,825

深夜・早朝料金
21:00～9：00 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時 \5,500/時

当日延長料
※割引対象外 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時 \22,000/時

■適応条件・注意事項
準備日

本番・撤収日

当日延長

ホール9A/8A　連日割引 料金表（消費税10％込）

準備日に限り、2時間から利用可能です。※準備日も１日としてカウント致します。

本番及び撤収日は7時間以上のご利用が連日割の適応条件となります。

当日の延長料金については割引対象外となります

ホール10/7　連日割引 料金表（消費税10％込）

当プランはホール１０、７、６、９A、８Aのみ適応致します。（９B、８B、８C、８D、エスパスは適応外）



日数 通常 3day 4day 5day 6day 7day
割引率 0% 32% 34% 36% 38% 40%

1時間 66,000 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可 利用不可
2時間 132,000 ¥89,760 ¥87,120 ¥84,480 ¥81,840 ¥79,200
3時間 198,000 ¥134,640 ¥130,680 ¥126,720 ¥122,760 ¥118,800
4時間 264,000 ¥179,520 ¥174,240 ¥168,960 ¥163,680 ¥158,400
5時間 330,000 ¥224,400 ¥217,800 ¥211,200 ¥204,600 ¥198,000
6時間 396,000 ¥269,280 ¥261,360 ¥253,440 ¥245,520 ¥237,600
7時間 435,600 ¥296,208 ¥287,496 ¥278,784 ¥270,072 ¥261,360
8時間 475,200 ¥323,136 ¥313,632 ¥304,128 ¥294,624 ¥285,120
9時間 514,800 ¥350,064 ¥339,768 ¥329,472 ¥319,176 ¥308,880

10時間 554,400 ¥376,992 ¥365,904 ¥354,816 ¥343,728 ¥332,640
11時間 594,000 ¥403,920 ¥392,040 ¥380,160 ¥368,280 ¥356,400
12時間 633,600 ¥430,848 ¥418,176 ¥405,504 ¥392,832 ¥380,160
13時間 673,200 ¥457,776 ¥444,312 ¥430,848 ¥417,384 ¥403,920
14時間 712,800 ¥484,704 ¥470,448 ¥456,192 ¥441,936 ¥427,680
15時間 752,400 ¥511,632 ¥496,584 ¥481,536 ¥466,488 ¥451,440

深夜・早朝料金
21:00～9：00 \1,1000/時 \1,1000/時 \1,1000/時 \1,1000/時 \1,1000/時 \1,1000/時

当日延長料
※割引対象外 \66,000/時 \66,000/時 \66,000/時 \66,000/時 \66,000/時 \66,000/時

■適応条件・注意事項
準備日

本番・撤収日

当日延長

ホール６　連日割引 料金表（消費税10％込）

準備日に限り、2時間から利用可能です。※準備日も１日としてカウント致します。

当日の延長料金については割引対象外となります

本番及び撤収日は7時間以上のご利用が連日割の適応条件となります。

当プランはホール１０、７、６、９A、８Aのみ適応致します。（９B、８B、８C、８D、エスパスは適応外）
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