
（平成29年8月 備品改定）

　　　　　　　　　第二吉本ビルディング貸会議室　　料金表

８階　貸会議室　　概要・料金（消費税は別途）

・平日、9：00から17：00までの営業とします。但し、土･日･祝日のご利用、時間延長、夜間のみの
　ご利用についてはご相談ください。
・9：00～17：00　の間の3時間以上でご予約ください。
・準備・後片付けを含めて、入室から退室までの時間でご予約ください。
・ご利用当日の延長は、予約状況により　３０分単位でお受けできる場合もございます。

《１室　１時間単価　￥１４，５００ の一律料金です。》（￥14,500×部屋数×時間）

（消費税は別途）

（消費税は別途）

※ ＤＥＦ会議室は単独ではご利用いただけません。　
　　ＡＢＣ会議室とセットでお申込ください。

貸出備品料金 (消費税 別)

備　　　　　品 備　　　　考

プロジェクター　（レーザー光源 / HDMI対応） 　8000ﾙｰﾒﾝ / HDMI対応 / HDMIｹｰﾌﾞﾙ付

プロジェクター　（ランプ光源 / HDMI非対応） 　5000 ・ 4200ﾙｰﾒﾝ / RGBｹｰﾌﾞﾙ付

追加プロジェクター（Ａ＋Ｂ＋Ｃ　室利用時のみ） 　ランプ光源 / RGBｹｰﾌﾞﾙ付

ワイドスクリーン　１２０インチ　（16：10） 　横：258cm　縦：161cm

スクリーン　１００インチ　（4：3） 　横：196cm　縦：149cm

スクリーン　８０インチ　（4：3） 　横：162cm　縦：122cm

マイクセット　（ワイヤレス２本　・　有線１本）

ホワイトボード　[両面］ 　ボードサイズ　横：180cm　縦：94cm

演台（大） 　横幅：120cm　奥行：60cm　高さ：100cm

演台（小） 　横幅：60cm　奥行：50cm　高さ：100cm

DVD ・ CDデッキ　　CDラジカセ

レーザーポインター

水差し　（500mlミネラルウォーター1本付）

スイッチャー　（３回路） 　映像（HDMI / RGB）　音声

HDMI　ケーブル

HDMI～RGB１５（D-ｓｕｂ）変換器

スタンドパネル　[３連] 　横幅：90cm＋123cm＋90cm　高さ：180cm

ステージ 　横幅：240cm　奥行：120cm　高さ：20cm

備品について
・ＡＢＣ室 　机　：　Ｗ180×Ｄ60㎝（3名／卓）、　　D室　 机　：　Ｗ150×Ｄ60㎝（2名／卓）

・Ａ室は天井吊120インチ・スクリーン付　【無料】

・A+B室、A+B+C室はマイクセット1式（マイク3本）付　【無料】

※ 詳細についてはお問い合わせください。

電話０６－６３４１－３３３４（平日　9時～17時） http://www.yb2-kaigi.com

344㎡
定員(ｽｸｰﾙ) 54名 54名 72名 108名 198名

Ａ　室 Ｂ　室 Ｃ　室 Ａ＋Ｂ　室 Ａ＋Ｂ＋Ｃ　室
面　　積 109㎡ 109㎡ 126㎡ 218㎡

¥87,000 ¥130,500

3時間 ¥43,500 ¥43,500 ¥43,500 ¥87,000 ¥130,500

（１時間単価） ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥29,000 ¥43,500

Ｄ　室 Ｅ　室 Ｆ　室
面　　積 36㎡ 8㎡ 8㎡

18時～21時 (夜間) ¥43,500 ¥43,500 ¥43,500

3時間 ¥15,000 ¥3,000 ¥3,000

貸出単位 料　　金

定　　員 16名 6名 6名

（１時間単価） ¥5,000 ¥1,000 ¥1,000

1枚 ¥5,000

1枚 ¥2,000

1枚 ¥1,000

1台 ¥30,000

１台 ¥20,000

追加１台 ¥10,000

1台 ¥2,000

1台 ¥500

1本 ¥500

1式 ¥5,000

1枚 ¥1,000

1台 ¥3,000

１台 ¥500

1枚 ¥2,000

1台 ¥5,000

1セット ¥500

1台 ¥1,000

１本 ¥500



料金早見表

（消費税　別途）

（消費税　込み）

※ 詳細についてはお問い合わせください。

電話０６－６３４１－３３３４（平日　9時～17時） http://www.yb2-kaigi.com

Ｅ 室 Ｆ 室
面　　積 109㎡ 109㎡ 126㎡ 218㎡ 344㎡ 36㎡ 8㎡

Ａ　室 Ｂ　室 Ｃ　室 Ａ+Ｂ　室 Ａ+Ｂ+Ｃ　室 Ｄ 室
8㎡

定員(ｽｸｰﾙ) 54名 54名 72名 108名 198名 16名 6名 6名

¥5,000 ¥1,000 ¥1,000

3時間 ¥43,500 ¥43,500 ¥43,500 ¥87,000 ¥130,500 ¥15,000

（１時間単価） ¥14,500 ¥14,500 ¥14,500 ¥29,000 ¥43,500

¥3,000 ¥3,000

4時間 ¥58,000 ¥58,000 ¥58,000 ¥116,000 ¥174,000 ¥20,000 ¥4,000 ¥4,000

5時間 ¥72,500 ¥72,500 ¥72,500 ¥145,000 ¥217,500 ¥25,000 ¥5,000 ¥5,000

¥30,000 ¥6,000 ¥6,000

７時間 ¥101,500 ¥101,500 ¥101,500 ¥203,000 ¥304,500 ¥35,000

6時間 ¥87,000 ¥87,000 ¥87,000 ¥174,000 ¥261,000

¥7,000 ¥7,000

８時間 ¥116,000 ¥116,000 ¥116,000 ¥232,000 ¥348,000 ¥40,000 ¥8,000 ¥8,000

９時間 ¥130,500 ¥130,500 ¥130,500 ¥261,000 ¥391,500 ¥45,000 ¥9,000 ¥9,000

¥50,000 ¥10,000 ¥10,000

11時間 ¥159,500 ¥159,500 ¥159,500 ¥319,000 ¥478,500 ¥55,000

10時間 ¥145,000 ¥145,000 ¥145,000 ¥290,000 ¥435,000

¥11,000 ¥11,000

12時間 ¥174,000 ¥174,000 ¥174,000 ¥348,000 ¥522,000 ¥60,000 ¥12,000 ¥12,000

当日延長（30分単位） ¥7,250 ¥7,250 ¥7,250 ¥14,500 ¥21,750 ¥2,500 ¥500 ¥500

Ｅ 室 Ｆ 室
面　　積 109㎡ 109㎡ 126㎡ 218㎡ 344㎡ 36㎡ 8㎡

Ａ　室 Ｂ　室 Ｃ　室 Ａ+Ｂ　室 Ａ+Ｂ+Ｃ　室 Ｄ 室
8㎡

定員(ｽｸｰﾙ) 54名 54名 72名 108名 198名 16名 6名 6名

¥5,400 ¥1,080 ¥1,080

3時間 ¥46,980 ¥46,980 ¥46,980 ¥93,960 ¥140,940 ¥16,200

（１時間単価） ¥15,660 ¥15,660 ¥15,660 ¥31,320 ¥46,980

¥3,240 ¥3,240

4時間 ¥62,640 ¥62,640 ¥62,640 ¥125,280 ¥187,920 ¥21,600 ¥4,320 ¥4,320

5時間 ¥78,300 ¥78,300 ¥78,300 ¥156,600 ¥234,900 ¥27,000 ¥5,400 ¥5,400

¥32,400 ¥6,480 ¥6,480

７時間 ¥109,620 ¥109,620 ¥109,620 ¥219,240 ¥328,860 ¥37,800

6時間 ¥93,960 ¥93,960 ¥93,960 ¥187,920 ¥281,880

¥7,560 ¥7,560

８時間 ¥125,280 ¥125,280 ¥125,280 ¥250,560 ¥375,840 ¥43,200 ¥8,640 ¥8,640

９時間 ¥140,940 ¥140,940 ¥140,940 ¥281,880 ¥422,820 ¥48,600 ¥9,720 ¥9,720

¥54,000 ¥10,800 ¥10,800

11時間 ¥172,260 ¥172,260 ¥172,260 ¥344,520 ¥516,780 ¥59,400

10時間 ¥156,600 ¥156,600 ¥156,600 ¥313,200 ¥469,800

¥11,880 ¥11,880

12時間 ¥187,920 ¥187,920 ¥187,920 ¥375,840 ¥563,760 ¥64,800 ¥12,960 ¥12,960

当日延長（30分単位） ¥7,830 ¥7,830 ¥7,830 ¥15,660 ¥23,490 ¥2,700 ¥540 ¥540

http://www.yb2-kaigi.com/

