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施設利用料金表

平成30年4月1日　改定（消費税別）

平成30年4月1日　改定（消費税別）

料金区分　特別料金：広く一般社会に向けて科学技術に関する取組や成果を発信する公共性、公益性が高い催し
一般料金：上記以外
準備撤去料金：開催日とは別に準備日や撤去日を設ける場合に適用

施設名 料金区分

施設利用　基本時間
8:00～22:00

深夜・早朝
22:00～8:00

3時間以内 5時間以内 8時間以内 超過料金
1時間あたり 1時間あたり

1 シンボルゾーン

特別料金
準備撤去料金

¥42,000 ¥70,000 ¥98,000 ¥18,000 ¥27,000
¥33,600 ¥56,000 ¥78,400 ¥14,400 ¥21,600

一般料金
準備撤去料金

¥150,000 ¥250,000 ¥350,000 ¥65,000 ¥97,500
¥120,000 ¥200,000 ¥280,000 ¥52,000 ¥78,000

2 企画展示ゾーンa

特別料金 ¥54,000 ¥90,000 ¥126,000 ¥23,000 ¥34,500
準備撤去料金 ¥43,200 ¥72,000 ¥100,800 ¥18,400 ¥27,600

一般料金 ¥165,000 ¥270,000 ¥378,000 ¥72,000 ¥108,000
準備撤去料金 ¥132,000 ¥216,000 ¥302,400 ¥57,600 ¥86,400

3 企画展示ゾーンb

特別料金 ¥60,000 ¥100,000 ¥140,000 ¥26,000 ¥39,000
準備撤去料金 ¥48,000 ¥80,000 ¥112,000 ¥20,800 ¥31,200

一般料金 ¥180,000 ¥300,000 ¥420,000 ¥78,000 ¥117,000
準備撤去料金 ¥144,000 ¥240,000 ¥336,000 ¥62,400 ¥93,600

4 コミュニケーションロビー

特別料金 ¥27,000 ¥45,000 ¥63,000 ¥12,000 ¥18,000
準備撤去料金 ¥21,600 ¥36,000 ¥50,400 ¥9,600 ¥14,400

一般料金 ¥90,000 ¥150,000 ¥210,000 ¥39,000 ¥58,500
準備撤去料金 ¥72,000 ¥120,000 ¥168,000 ¥31,200 ¥46,800

5 多目的ルームa

特別料金 ¥7,000 ¥11,000 ¥15,000 ¥3,000 ¥4,500
準備撤去料金 ¥5,600 ¥8,800 ¥12,000 ¥2,400 ¥3,600

一般料金 ¥17,000 ¥29,000 ¥41,000 ¥8,000 ¥12,000
準備撤去料金 ¥13,600 ¥23,200 ¥32,800 ¥6,400 ¥9,600

6 多目的ルームb

特別料金 ¥7,000 ¥11,000 ¥15,000 ¥3,000 ¥4,500
準備撤去料金 ¥5,600 ¥8,800 ¥12,000 ¥2,400 ¥3,600

一般料金 ¥17,000 ¥29,000 ¥41,000 ¥8,000 ¥12,000
準備撤去料金 ¥13,600 ¥23,200 ¥32,800 ¥6,400 ¥9,600

7 シンボルゾーン事務室

特別料金 ¥3,000 ¥5,000 ¥7,000 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥2,400 ¥4,000 ¥5,600 ¥1,200 ¥1,800

一般料金 ¥9,000 ¥15,000 ¥21,000 ¥4,000 ¥6,000
準備撤去料金 ¥7,200 ¥12,000 ¥16,800 ¥3,200 ¥4,800

8 ジオ・コスモス 特別料金 1時間あたり　　￥40,000 ¥60,000
一般料金 1時間あたり　　￥120,000 ¥180,000

9 未来館ホール

特別料金 ¥42,000 ¥70,000 ¥98,000 ¥18,000 ¥27,000
準備撤去料金 ¥33,600 ¥56,000 ¥78,400 ¥14,400 ¥21,600

一般料金 ¥120,000 ¥200,000 ¥280,000 ¥52,000 ¥78,000
準備撤去料金 ¥96,000 ¥160,000 ¥224,000 ¥41,600 ¥62,400

10 イノベーションホール

特別料金 ¥21,000 ¥35,000 ¥49,000 ¥9,000 ¥13,500
準備撤去料金 ¥16,800 ¥28,000 ¥39,200 ¥7,200 ¥10,800

一般料金 ¥60,000 ¥100,000 ¥140,000 ¥26,000 ¥39,000
準備撤去料金 ¥48,000 ¥80,000 ¥112,000 ¥20,800 ¥31,200

11 コンファレンスルーム 木星

特別料金 ¥14,000 ¥23,000 ¥32,000 ¥5,000 ¥7,500
準備撤去料金 ¥11,200 ¥18,400 ¥25,600 ¥4,000 ¥6,000

一般料金 ¥42,000 ¥65,000 ¥91,000 ¥17,000 ¥25,500
準備撤去料金 ¥33,600 ¥52,000 ¥72,800 ¥13,600 ¥20,400

12 コンファレンスルーム 天王星

特別料金 ¥11,000 ¥18,000 ¥25,000 ¥4,000 ¥6,000
準備撤去料金 ¥8,800 ¥14,400 ¥20,000 ¥3,200 ¥4,800

一般料金 ¥30,000 ¥50,000 ¥70,000 ¥13,000 ¥19,500
準備撤去料金 ¥24,000 ¥40,000 ¥56,000 ¥10,400 ¥15,600

13 コンファレンスルーム 土星

特別料金 ¥15,000 ¥25,000 ¥35,000 ¥7,000 ¥10,500
準備撤去料金 ¥12,000 ¥20,000 ¥28,000 ¥5,600 ¥8,400

一般料金 ¥42,000 ¥70,000 ¥98,000 ¥18,000 ¥27,000
準備撤去料金 ¥33,600 ¥56,000 ¥78,400 ¥14,400 ¥21,600

14 コンファレンスルーム 水星

特別料金 ¥6,000 ¥9,000 ¥13,000 ¥3,000 ¥4,500
準備撤去料金 ¥4,800 ¥7,200 ¥10,400 ¥2,400 ¥3,600

一般料金 ¥15,000 ¥25,000 ¥34,000 ¥7,000 ¥10,500
準備撤去料金 ¥12,000 ¥20,000 ¥27,200 ¥5,600 ¥8,400

15 コンファレンスルーム 火星

特別料金 ¥6,000 ¥10,000 ¥14,000 ¥4,000 ¥4,500
準備撤去料金 ¥4,800 ¥8,000 ¥11,200 ¥3,200 ¥3,600

一般料金 ¥16,000 ¥27,000 ¥37,000 ¥7,000 ¥10,500
準備撤去料金 ¥12,800 ¥21,600 ¥29,600 ¥5,600 ¥8,400

16 コンファレンスルーム 金星

特別料金 ¥8,000 ¥13,000 ¥18,000 ¥4,000 ¥6,000
準備撤去料金 ¥6,400 ¥10,400 ¥14,400 ¥3,200 ¥4,800

一般料金 ¥21,000 ¥35,000 ¥49,000 ¥10,000 ¥15,000
準備撤去料金 ¥16,800 ¥28,000 ¥39,200 ¥8,000 ¥12,000

17 コンファレンスルーム 海王星

特別料金 ¥9,000 ¥15,000 ¥21,000 ¥5,000 ¥7,500
準備撤去料金 ¥7,200 ¥12,000 ¥16,800 ¥4,000 ¥6,000

一般料金 ¥23,000 ¥38,000 ¥53,000 ¥10,000 ¥15,000
準備撤去料金 ¥18,400 ¥30,400 ¥42,400 ¥8,000 ¥12,000

施設名 料金区分

施設利用　基本時間
8:00～22:00

深夜・早朝
22:00～8:00

3時間以内 5時間以内 8時間以内 超過料金
1時間あたり 1時間あたり

18 控室　月

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

19 控室 フォボス

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

20 控室 ダイモス

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

21 控室 イオ

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

22 控室 エウロパ

特別料金 ¥1,000 ¥1,500 ¥2,000 ¥300 ¥500
準備撤去料金 ¥800 ¥1,200 ¥1,600 ¥240 ¥400

一般料金 ¥2,500 ¥4,000 ¥5,500 ¥700 ¥1,100
準備撤去料金 ¥2,000 ¥3,200 ¥4,400 ¥560 ¥900

23 控室 ガニメデ

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

24 控室 タイタン

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

25 控室 トリトン

特別料金 ¥1,500 ¥2,500 ¥3,500 ¥500 ¥750
準備撤去料金 ¥1,200 ¥2,000 ¥2,800 ¥400 ¥600

一般料金 ¥4,000 ¥7,500 ¥10,500 ¥1,500 ¥2,250
準備撤去料金 ¥3,200 ¥6,000 ¥8,400 ¥1,200 ¥1,800

26 展望ラウンジ

特別料金
（全スペース） ¥28,000 ¥47,000 ¥66,000 ¥12,500 ¥18,750

準備撤去料金 ¥22,400 ¥37,600 ¥52,800 ¥10,000 ¥15,000

（半スペース） ¥17,000 ¥28,000 ¥39,000 ¥7,500 ¥11,250
準備撤去料金 ¥13,600 ¥22,400 ¥31,200 ¥6,000 ¥9,000

一般料金
（全スペース） ¥45,000 ¥75,000 ¥105,000 ¥20,000 ¥30,000

準備撤去料金 ¥36,000 ¥60,000 ¥84,000 ¥16,000 ¥24,000

（半スペース） ¥27,000 ¥45,000 ¥63,000 ¥12,000 ¥18,000
準備撤去料金 ¥21,600 ¥36,000 ¥50,400 ¥9,600 ¥14,400

27 スタジオ

特別料金 ¥39,000 ¥65,000 ¥91,000 ¥17,000 ¥25,500
準備撤去料金 ¥31,200 ¥52,000 ¥72,800 ¥13,600 ¥20,400

一般料金 ¥69,000 ¥115,000 ¥161,000 ¥30,000 ¥45,000
準備撤去料金 ¥55,200 ¥92,000 ¥128,800 ¥24,000 ¥36,000

28 ロビー（1）

特別料金 ¥9,000 ¥15,000 ¥20,000 ¥4,000 ¥6,000
準備撤去料金 ¥7,200 ¥12,000 ¥16,000 ¥3,200 ¥4,800

一般料金 ¥24,000 ¥40,000 ¥56,000 ¥11,000 ¥16,500
準備撤去料金 ¥19,200 ¥32,000 ¥44,800 ¥8,800 ¥13,200

29 ロビー（2）

特別料金 ¥6,000 ¥10,000 ¥14,000 ¥3,000 ¥4,500
準備撤去料金 ¥4,800 ¥8,000 ¥11,200 ¥2,400 ¥3,600

一般料金 ¥21,000 ¥35,000 ¥49,000 ¥8,000 ¥12,000
準備撤去料金 ¥19,200 ¥28,000 ¥39,200 ¥6,400 ¥9,600

30 ドームシアターロビー

特別料金 ¥12,000 ¥20,000 ¥28,000 ¥5,000 ¥7,500
準備撤去料金 ¥9,600 ¥16,000 ¥22,400 ¥4,000 ¥6,000

一般料金 ¥45,000 ¥75,000 ¥105,000 ¥15,000 ¥22,500
準備撤去料金 ¥36,000 ¥60,000 ¥84,000 ¥12,000 ¥18,000

各種割引

　　　 種　別 割引率 摘　要

① リピーター 10% 18ヶ月以内に再度利用した場合

② 学術研究団体など 30% 日本学術会議協力学術団体及び官公庁、独立行政法人、地方公共団体等が利用する場合

③ 国際会議 30% 民間企業以外が主催する国際会議で参加者数50名以上かつ日本を含む3カ国以上が参加する場合

④ 学　　校 50% 学校行事として利用する場合

備考 割引は上記①～④の組み合わせで最大50％までとなります
準備撤去料金は開催日が同一日の場合は適用外となります

※ロビー（1）はコンファレンスルーム水星・火星・金星を
　ロビー（2）はコンファレンスルーム木星・土星・天王星を同時に借りた場合に使用可能
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清掃、レイアウト変更、オペレーター料金 備品リスト

※大量のゴミ、粗大ゴミ、資源ゴミは不可

施設名 清掃料金

レイアウト変更料金

設営・原状回復まで 設営または原状回復どちらかのみ

1 シンボルゾーン ¥15,000 ¥36,000 ¥18,000

2 企画展示ゾーンa ¥22,000 ¥36,000 ¥18,000

3 企画展示ゾーンb ¥24,000 ¥36,000 ¥18,000

4 コミュニケーションロビー ¥15,000 ¥17,000 ¥8,500

5 多目的ルームa ¥1,000 ¥8,500 ¥4,300

6 多目的ルームb ¥1,000 ¥8,500 ¥4,300

7 シンボルゾーン事務室 ¥500 ー ー

8 未来館ホール ¥7,000 ¥6,000 ¥3,000

9 イノベーションホール ¥4,000 ¥20,000 ¥10,000

10 コンファレンスルーム 木星 ¥4,000 ¥20,000 ¥10,000

11 コンファレンスルーム 天王星 ¥4,000 ¥20,000 ¥10,000

12 コンファレンスルーム 土星 ¥4,000 ¥20,000 ¥10,000

13 コンファレンスルーム 水星 ¥2,000 ¥20,000 ¥10,000

14 コンファレンスルーム 火星 ¥2,000 ¥20,000 ¥10,000

15 コンファレンスルーム 金星 ¥2,000 ¥20,000 ¥10,000

16 コンファレンスルーム 海王星 ¥2,000 ¥20,000 ¥10,000

17 控室 月 ¥300 ¥1,300 ¥700

18 控室 フォボス ¥400 ¥1,300 ¥700

19 控室 ダイモス ¥400 ¥1,300 ¥700

20 控室 イオ ¥400 ¥1,300 ¥700

21 控室 エウロパ ¥400 ¥1,300 ¥700

22 控室 ガニメデ ¥400 ¥1,300 ¥700

23 控室 タイタン ¥500 ¥1,300 ¥700

24 控室 トリトン ¥500 ¥1,300 ¥700

25 スタジオ ¥2,500 ー ー

26 ロビー（1） ¥1,600 ー ー

27 ロビー（2） ¥1,600 ー ー

28 ドームシアターロビー ¥1,600 ー ー

29 展望ラウンジ ¥7,000 ¥20,000 ¥10,000

テーブルクロス

長机用（1500㎜×2500㎜） ¥1,000

円卓用（2000㎜×2000㎜） ¥1,000

オペレーター料金

音響、照明、映像オペレーター（8時間以内） ¥22,000

音響、照明、映像オペレーター（5時間以内） ¥15,000

8時間超過の場合　1時間あたり ¥3,500

深夜・早朝料金（22:00～8:00）1時間あたり ¥4,500

同時通訳受信機イヤホン清掃料　1個あたり ¥50

ゴミ処分料金

ゴミ袋45ℓ ¥500

平成30年4月1日　改定（消費税別）
未来館ホール

品　名 数　量 仕　様
DLPプロジェクタ 1 PT-DZ12000 （12000lm）　リア投影
スクリーン 1 投影サイズ　約180インチ
液晶ディスプレイ(移動式） 1 52インチ
液晶転がしモニタ（移動式） 1 31.5インチ
映像入力スイッチャー 1 RGB×6、HDMI×4、Composite×1入力
HDMI分配器 1 CRO-HD13
ワイヤレスマイク（ハンド） 6
ワイヤレスマイク（ピン） 6
有線マイク（ハンド） 6
グースネックマイク（スピーチ・演台固定） 1
MDプレイヤー 1 録音可
CDプレイヤー 1
DVDプレイヤー 1 録画可
Blu-rayプレイヤ－（再生） 2
レーザーポインター 1 緑色
ホワイトボード 1 w1800×h900
ステージ用机（茶） 8 w1800×d600×h700
ステージ用スタッキングチェア（紺） 10
パネラー用机(1名掛け) 4 w750×d550×h700
演台（茶） 1 w1200×d600×h1100
演台（白・Miraikanロゴ入り） 1 w1000×d590×h910
花台 2 w500×d550×h700
受付用机 2 w1800×d600×h700
受付用スタッキングチェア 4
未来館ホール 同時通訳システム 1

イノベーションホール
品　名 数　量 仕　様

DLPプロジェクター 1 PT-DW10000 （10000lm）
マルチスイッチャー 1 映像・音声　入力4出力1
スクリーン 1 投影サイズ 約260インチ
PC用簡易スイッチャー 1 RGB×4入力
ワイヤレスマイク（ハンド） 3
有線マイク（ハンド） 3
CDプレイヤー 1
MDプレイヤー 1 録音可
演台 1 w900×d500×h1000
レーザーポインター 1 赤色
スタッキングチェア（引出し式収納席） 63
スタッキングチェア（メモ台付き） 40

コンファレンスルーム 木星
品　名 数　量 仕　様

液晶ディスプレイ(移動式） 1 52インチ
ワイヤレスマイク（ハンド） 2
有線マイク（ハンド） 2
CDプレイヤー 1
ホワイトボード 1 w1200×h900
円卓(白) 10 1500φ
スタッキングチェア（白・宴会用） 80
PC用簡易スイッチャー 1 RGB×4入力
単3充電池 4 充電器付
レーザーポインター 1 赤色

コンファレンスルーム 天王星
品　名 数　量 仕　様

DLPプロジェクター（移動式） 1 PT-RZ570JW（5400lm）
スクリーン（移動式） 1 100インチ
PC用簡易スイッチャー 1 RGB×4入力
ワイヤレスマイク（ハンド） 2 デジタル2.4GHｚ
レーザーポインター 1 赤色
演台 1 w900×d500×h1000
ホワイトボード 1 w1200×h900
机（基本レイアウト：スクール形式） 28 w1500×d600×h700
スタッキングチェア（基本レイアウト：スクール形式） 56

コンファレンスルーム 土星
品　名 数　量 仕　様

DLPプロジェクター 1 PT-RZ660jW（6000lm）
マルチスイッチャー 1 映像・音声　入力4 出力1
スクリーン 1 120インチ　
PC用簡易スイッチャー 1 RGB×4入力
ワイヤレスマイク（ハンド） 4 デジタル2.4GHｚ
レーザーポインター 1 赤色
演台 1 w900×d500×h1000
ホワイトボード 1 w1200×h900
机（基本レイアウト：スクール形式） 42 w1500×d600×h700
スタッキングチェア（基本レイアウト：スクール形式） 84
S-VHSプレイヤー 1

コンファレンスルーム 水星
品　名 数　量 仕　様

会議テーブル 13 w1800×d600×h700 （3名用）
スタッキングチェア 33 w566×d630×h807　sh465
演台 1 w500×d610×h1160
レーザーポインター 1 赤色
ワイヤレスマイク（ハンド） 2 デジタル2.4GHｚ
ワイヤレスマイク（ピンマイク） 1 デジタル2.4GHｚ
テレビ会議システム 2 SONY　PCS-X100相当

コンファレンスルーム 火星　
品　名 数　量 仕　様

スタッキングチェア　メモ台付き（白） 27 w566×d630×h807　sh465
メモ台サイズ250×320×t10

スタッキングチェア　メモ台付き（青） 12 w566×d630×h807　sh465
メモ台サイズ250×320×t10

演台 1 w500×d610×h1160
レーザーポインター 1 赤色
ワイヤレスマイク（ハンド） 2 デジタル2.4GHｚ
ワイヤレスマイク（ピンマイク） 1 デジタル2.4GHｚ

コンファレンスルーム 金星
品　名 数　量 仕　様

スタッキングチェア　メモ台付き（白） 39 w566×d630×h807　sh465
メモ台サイズ250×320×t10　

スタッキングチェア　メモ台付き（青） 12 w566×d630×h807　sh465
メモ台サイズ250×320×t10　

演台 1 w500×d610×h1160
レーザーポインター 1 赤色
ワイヤレスマイク（ハンド） 2 デジタル2.4GHｚ
ワイヤレスマイク（ピンマイク） 1 デジタル2.4GHｚ

水星・火星・金星用共通備品
品　名 数　量 仕　様

スタッキングチェア（白） 81 w566×d630×h807　sh465
スタッキングチェア（青） 46 w566×d630×h807　sh465
スタッキングチェア用メモ台（白） 24 メモ台サイズ250×320×t10　
スタッキングチェア用メモ台（青） 9 メモ台サイズ250×320×t10　
4Kテレビモニタ 1 70インチ液晶4Kテレビ、テレビスタンド

コンファレンスルーム 海王星
品　名 数　量 仕　様

液晶ディスプレイ(移動式） 1 52インチ
ワイヤレスマイク（ハンド） 2 デジタル2.4GHｚ
有線マイク（ハンド） 1
CDプレイヤー 1
机（基本レイアウト：応接タイプ） 10 w1800×d600×h700
机（基本レイアウト：応接タイプ） 1 w1800×d900×h620
イス（基本レイアウト：応接タイプ） 20 黒色
イス（基本レイアウト：応接タイプ） 4 青色

控室 月
品　名 数　量 仕　様

2名掛けソファ 2 w1500×d800×h730
1名掛けソファ 4 w800×d800×h730　sh390
置き時計 1
ハンガーラック 1
TV 1 32インチ

控室 フォボス
品　名 数　量 仕　様

テーブル 4 w1800×d600×h700
スタッキングチェア 12 w440×d470×h810　sh450
ハンガーラック 1
ホワイトボード（壁掛け） 1 w950×h1200
TV 1 32インチ

控室 ダイモス
品　名 数　量 仕　様

テーブル 4 w1800×d600×h700
スタッキングチェア 12 w440×d470×h810　sh450
ハンガーラック 1
ホワイトボード（壁掛け） 1 w950×h1200
TV 1 32インチ

控室 イオ
品　名 数　量 仕　様

テーブル 2 w1800×d900×h700
スタッキングチェア（白） 8 w566×d630×h807　sh465
スタッキングチェア（青） 4 w566×d630×h807　sh465
コートハンガー 1
ホワイトボード（壁掛け） 1 W900×h611
姿見 1
TV 1 32インチ

控室 エウロパ
品　名 数　量 仕　様

テーブル 1 w1500×d900×h700
スタッキングチェア（白） 2 w566×d630×h807　sh465
スタッキングチェア（青） 2 w566×d630×h807　sh465
コートハンガー 1
ホワイトボード（壁掛け） 1 W900×h611
姿見 1
TV 1 32インチ

控室 ガニメデ
品　名 数　量 仕　様

テーブル 2 w1800×d900×h700
スタッキングチェア（白） 8 w566×d630×h807　sh465
スタッキングチェア（青） 4 w566×d630×h807　sh465
コートハンガー 1
ホワイトボード（壁掛け） 1 w900×h611
姿見 1
TV 1 32インチ

控室 タイタン
品　名 数　量 仕　様

テーブル 1 w1800×d900×h620
1名掛けソファ 5 w600×d600×h700　sh380
ハンガーラック 1
姿見 1
アイロン台 1
花台 1
TV 1 32インチ

控室 トリトン
品　名 数　量 仕　様

テーブル 1 w1800×d900×h620
1名掛けソファ 5 w600×d600×h700　sh380
ハンガーラック 1
姿見 1
アイロン台 1
花台 1
TV 1 32インチ

共通貸出備品
品　名 数　量 仕　様

OHP 2
書画カメラ 2
DVDプレーヤー 2 VGA出力可
プロジェクタースクリーン 1 120インチ
平台 9 w1800×d900×h150
ステージ 3 w2400×d1200×h200/400/600
ステージスカート 3 h200　/　h400　用
机（会議室追加用） 10 w1500×d600×h700
机（追加用、白） 30 w1500×d600×h700
折りたたみ式机（スチール） 18 w1800×d600×h700
宴会用テーブル（長机） 16 w1800×d600×h700
宴会用テーブル（円卓） 10 1500φ
スタッキングチェア（未来館ホール追加用） 50
スタッキングチェア（会議室追加用、黒） 160
スタッキングチェア（会議室追加用、紺） 184
スツール 6 350φ×h565～815程度
サインスタンド（挟み込み式A3横） 15
簡易PAシステム 1 ワイヤレスマイク（ハンド　デジタル2.4GHｚ）2本

ピンマイク（デジタル2.4GHz） 1 コンファレンスルーム天王星・土星で使用可
※各室、入替利用となります

ピンマイク（B帯） 1 イノベーションホールで使用可
※各室、入替利用となります

平成30年7月1日　改定

・一部の備品の型番および仕様は変更となる場合があります。




