
面積

(㎡) ｽｸｰﾙ 島型 ロの字 コの字 8:00～12:00 12:00～18:00 18:00～22:00

¥95,700 ¥171,600 ¥95,700 ¥26,400

(¥87,000) (¥156,000) (¥87,000) (¥24,000)

¥59,400 ¥105,600 ¥59,400 ¥15,400

(¥54,000) (¥96,000) (¥54,000) (¥14,000)

¥56,100 ¥102,300 ¥56,100 ¥13,200

(¥51,000) (¥93,000) (¥51,000) (¥12,000)

¥46,200 ¥82,500 ¥46,200 ¥11,000

(¥42,000) (¥75,000) (¥42,000) (¥10,000)

¥39,600 ¥69,300 ¥39,600 ¥9,900

(¥36,000) (¥63,000) (¥36,000) (¥9,000)

¥29,700 ¥52,800 ¥29,700 ¥7,700

(¥27,000) (¥48,000) (¥27,000) (¥7,000)

¥23,100 ¥39,600 ¥23,100 ¥5,500

(¥21,000) (¥36,000) (¥21,000) (¥5,000)

¥25,300 ¥41,800 ¥25,300 ¥6,600

(¥23,000) (¥38,000) (¥23,000) (¥6,000)

¥15,400 ¥30,800 ¥15,400 ¥4,400

(¥14,000) (¥28,000) (¥14,000) (¥4,000)

¥9,900 ¥19,800 ¥9,900 ¥3,300

(¥9,000) (¥18,000) (¥9,000) (¥3,000)

※小研修室は大研修室Aを可動間仕切りで区切った状態となります。

※講堂はシアター形式で最大212名まで収容可能です。

◆宿泊人数が研修参加人数の75％以上で、研修中のお食事（朝食・昼食・夕食）すべてを館内でご利用の場合

　上記料金より30％引いたします。【午前・午後・夜間のコマ対象】

2023.3

● 大研修室A 4 135 72 48 44

室　名 室数
定員 午前 午後 夜間

72

38

1時間

延長

32● 中研修室A 1 100 48 36 36

48 48 44● 大研修室B 1 127 72

18● 小研修室 8 67 32 24 24

30 32 28● 中研修室B 7 80 42

16● 特別会議室 1 53 16 12 20

12 20 16● ミーティングルーム 3 47 18

● 討議室A 5 32 12

研修室ご利用料金

●

■研修室料金

消費税込

（税抜）

円卓6名・楕円卓6名

52 38● 講堂 1 203 96

討議室B 3 18

12 16 12

詳しいスペックは、

ホームページ内でご案内しております ⇒

2023年４月１日より適用



■宿泊料金（お一人様あたり） ■食事料金（お一人様あたり）

消費税込 (税抜） 消費税込 (税抜）

※チェックイン 15:00／チェックアウト 10:00 ※昼食はカフェテリア方式より当日お選びいただけます。

※ご予約状況により、ご提供方法が異なる場合がございます。

■研修機器使用料金（1台当たり） ■談話室料金（室料）

消費税込 (税抜） 消費税込 (税抜）

※利用時間　15:00～24:00

～ ※予約制につき、事前にお申し込みください。

※研修機器は数に限りがございますので、ご利用の場合はお早めにお問い合わせ下さい。

※研修用備品セット（ホワイトボードマーカー・指示棒等）は無料でご用意しております。

■キャンセル規定

お申し込みの取り消しが発生した場合は、下記の率によるキャンセル料金を申し受けます。

A

B

C

D

※「人泊」=宿泊人数×宿泊日数

※開催日当日～30日前：1人泊より、上記規定を適用。

※開催日31～90日前：全キャンセルのみ、上記規定を適用。

※長期の研修実施の場合、当該キャンセル日を起算日として適用。但し、全キャンセルの場合は開催初日を起算日とする。

※キャンセル料金は人数泊・期間・時期により別途ご相談させて頂く場合がございます。

プロジェクター

食事

¥4,950 (¥4,500)

¥16,500 (¥15,000)

18:00～20:00

¥13,200

100%
80%

100%

70%

2～3日前 4～7日前 8～15日前

\1,980/\2,530 (\1,800/\2,300)

デジタルビデオカメラ ¥11,000 (¥10,000)

可搬式ホワイトボード

機器

¥3,300 (¥3,000)

可搬式スクリーン ¥2,200 (¥2,000)

¥2,200 (¥2,000)

(¥15,000)

(¥2,500)

懇親会・特別食

当日・前日

18:00～22:00

飲み放題

懇親会

(¥10,000) 10

ＴＶモニター

プロジェクター（講堂専用）

ＤＶＤプレーヤー

料金／日

¥29,700 (¥27,000)

¥27,500 (¥25,000)

¥4,400 (¥4,000)

¥5,500 (¥5,000)

　のうち2時間ユニバーサル

20%

～20

21～99

100～

日帰り

100%

ノートパソコン

室名

シングル

ツイン

デラックスシングル

料金 面積 室数

談話室 ¥11,000

(¥12,000)

136㎡

5018㎡
¥8,800

122

¥16,500

2023.3

61～90日前研修室／宿泊室 対象人泊数 当日 前日～3日前 4～15日前 16～30日前 31～60日前

－

－

10%

－

－

20%

20%

10%

30%

80% 40%

70% 50%

レストラン

全研修室

全宿泊室

対象

その他料金およびキャンセル規定

室名 料金 室数

料金 営業時間

朝食 ¥1,430 (¥1,300) 7:00～9:00

昼食 ¥1,760 (¥1,600) 11:30～13:30

夕食 ¥2,750

区分

¥10,450 (¥9,500) 18㎡

32㎡ 1

(¥8,000)

ツイン（シングルユース）

2023年４月１日より適用


