
料金表
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ﾌﾘｰｺｰﾙ :  0800-111-2112
部屋

写真
定員 料金（消費税込）

番号 ロの字 スクール 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間

201 30人 30人

通常料金 \19,000 \24,900 \33,200 \38,000 \45,600 \53,200 \56,000 \63,000 \70,000 \77,000 \84,000

（時間単価） (\9,500) (\8,300) (\7,600) (\7,000)

２か月早割
適用無し

\35,000 \42,000 \49,000 \51,200 \57,600 \64,000 \70,400 \76,800

（時間単価） (\7,000) (\6,400)

202 6人 -

通常料金 \7,000 \9,000 \12,000 \13,700 \16,440 \19,180 \20,000 \22,500 \25,000 \27,500 \30,000

（時間単価） (\3,500) (\3,000) (\2,740) (\2,500)

２か月早割
適用無し

\12,500 \15,000 \17,500 \18,400 \20,700 \23,000 \25,300 \27,600

（時間単価） (\2,500) (\2,300)

203 6人 -

通常料金 \7,000 \9,000 \12,000 \13,700 \16,440 \19,180 \20,000 \22,500 \25,000 \27,500 \30,000

（時間単価） (\3,500) (\3,000) (\2,740) (\2,500)

２か月早割
適用無し

\12,500 \15,000 \17,500 \18,400 \20,700 \23,000 \25,300 \27,600

（時間単価） (\2,500) (\2,300)

204 12人
☆1
14人

通常料金 \8,000 \10,080 \13,440 \15,700 \18,840 \21,980 \23,200 \26,100 \29,000 \31,900 \34,800

（時間単価） (\4,000) (\3,360) (\3,140) (\2,900)

２か月早割
適用無し

\14,500 \17,400 \20,300 \21,360 \24,030 \26,700 \29,370 \32,040

（時間単価） (\2,900) (\2,670)

601 30人
☆2
36人

通常料金 \24,000 \31,440 \41,920 \48,000 \57,600 \67,200 \70,800 \79,650 \88,500 \97,350 \106,200

（時間単価） (\12,000) (\10,480) (\9,600) (\8,850)

２か月早割
適用無し

\44,250 \53,100 \61,950 \64,800 \72,900 \81,000 \89,100 \97,200

（時間単価） (\8,850) (\8,100)

602 18人 21人

通常料金 \12,000 \15,120 \20,160 \23,500 \28,200 \32,900 \34,800 \39,150 \43,500 \47,850 \52,200

（時間単価） (\6,000) (\5,040) (\4,700) (\4,350)

２か月早割
適用無し

\21,750 \26,100 \30,450 \32,000 \36,000 \40,000 \44,000 \48,000

（時間単価） (\4,350) (\4,000)

オプション   

プロジェクター

　　2階　￥3,300/1回  BenQ MW526
　　6階　￥5,500/1回  BenQ TH671ST(FHD対応可)

先着順となります

互換性などは事前にご確認ください

2階専用：2台　　6階専用：1台

お部屋と合わせご予約ください

マイクセット ￥2,200/1回 201及び601会議室のみ

コピー 
A4モノクロ：￥10/枚　　A4カラー：￥30/枚
A3モノクロ：￥20/枚　　A3カラー：￥40/枚

サイズはA4・A3のみ対応
プリントアウトも可能（詳細はご利用時に説明）

無料オプション

ホワイトボード  ￥0

標準装備マーカーペン  ￥0

衣服用ハンガー  ￥0

演台  ￥0 （201、601、602会議室のみ）

延長コード（電源タップ）  ￥0 受付時にお知らせください

インターネット（無線）  ￥0 受付時にお知らせください

LANケーブル（有線）  ￥0 事前にお知らせください

椅子追加  ￥0 事前にお知らせください（4脚まで）

レイアウト変更  ￥0 事前にお知らせください

荷物受取、送出し  ￥0 事前にお知らせください

ドリンクサービス  ￥0 ご自由にお飲みください

お菓子サービス  ￥0 ご自由にお取りください

備考

☆1：無料の予備机・椅子が必要となります。ご希望がありましたら早めにお知らせください。
☆2：通常は配置は33様定員ですが、控室の机・椅子を配置すれば最大36名様の対応が可能です。

＊ご利用時間

　当会議室のご利用時間は9：00～21：00までとなっておりますが、8：00～9：00，21：00～22:30のご利用も一律\1,100/30分の割増料金にて対応いたします。

　ご希望があれば、お電話にてご相談ください。また、ご利用は2時間以上、1時間単位でお願いします。

＊早割について
　２ヶ月以上前のご予約につきましては自動的に２ヶ月早割が適用されます。大変お得となりますので是非早めにご予約くださいませ。
　
＊もしもの場合の時間延長も、1時間単位でお受けいたします。

　ご利用当日の時間延長も（以降の予約がない場合のみ）受付いたします。 会議室 201 202 203 204 601 602

　係員にお申し付けください。延長は1時間単位となります。 延長料金/1時間 \9,500 \3,500 \3,500 \4,000 \12,000 \6,000

　延長料金は部屋別で一律料金（右表記載）となっております。延長が21時以降になった場合は上記割増料金も発生します。

＊キャンセル料について　

201・601会議室の場合 202～204及び602会議室の場合

　　・ご利用日の61日以前・・・0％ 　　・ご利用日の30日前まで・・・0％

　　・ご利用日の60日～45日前まで・・・25％ 　　・ご利用日の29日～20日前まで・・・25％

　　・ご利用日の44日～21日前まで・・・50％ 　　・ご利用日の19日～11日前まで・・・50％

　　・ご利用日の20日前から当日まで・・・100％ 　　・ご利用日の10日前から当日まで・・・100％

＊お支払い方法

　現金払いか振込みかを選択してください。振込みの場合は、請求書へ振込先を記載いたします。

　官公庁・企業様に限り請求書払い（事後支払い）ができます。ご予約時にその旨をお伝えください。

メモ

http://www.rubicon-mr.co.jp/

