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サンシャインシティ 展示ホール料金表（2019 年 10 月以降使用分） 

●展示ホール                             ※消費税込 (  )内は本体価格 

会場名 面積 基本使用料金（10～18 時） 

展示ホールＡ 

（ワールドインポートマートビル４Ｆ） 

Ａ-１ 1,568 ㎡ (475 坪) 1,149,500 円 (1,045,000 円) 

Ａ-２ 1,261 ㎡ (380 坪) 919,600 円 (836,000 円) 

Ａ-３ 1,140 ㎡ (345 坪) 834,900 円 (759,000 円) 

合計 3,969 ㎡ (1,200 坪) 2,904,000 円 (2,640,000 円) 

展示ホールＢ（文化会館ビル４Ｆ） 2,343 ㎡ (710 坪) 1,718,200 円 (1,562,000 円) 

展示ホールＣ（文化会館ビル３Ｆ） 2,860 ㎡ (865 坪) 2,093,300 円 (1,903,000 円) 

展示ホールＤ（文化会館ビル２Ｆ） 

Ｄ-１① 564 ㎡ (171 坪) 413,820 円 (376,200 円) 

Ｄ-１② 808 ㎡ (244 坪) 590,480 円 (536,800 円) 

Ｄ-２ 800 ㎡ (242 坪) 585,640 円 (532,400 円) 

Ｄ-３ 694 ㎡ (210 坪) 508,200 円 (462,000 円) 

Ｄ-４ 475 ㎡ (144 坪) 348,480 円 (316,800 円) 

合計 3,341 ㎡ (1,011 坪) 2,446,620 円 (2,224,200 円) 

 

（1） 展示ホールの貸出しは 1 日単位とし、時間単位の貸出しはいたしません。 

基本使用時間は 10 時から 18 時までの 8 時間とし、その前後時間での使用は時間外使用として延長料金

が発生します。延長料金は 1 時間単位で超過が発生するごとに基本使用料金の 10％が加算されます。 

（2） 基本使用料金には、天井照明料金ならびに基本使用時間内の冷暖房空調料金が含まれております。 

（3） 開催日の前後で、設営・撤去のみ実施する日の料金は、基本使用料金の半額となります。 

（但し、冷暖房空調運転は行いません。空調運転をご希望の場合は別途費用がかかります。） 

設営・催し物開催・撤去を 1 日で行う場合は、開催日の基本使用料金が適用されます。 

（4） 電気・水道は使用量に応じて別途請求いたします。 

（5） ご利用後の原状回復清掃にかかる費用を別途請求いたします。 

 

 

 

●付帯施設                                         ※消費税込 (  )内は本体価格                    

会場名 面積 使用料（1 日あたり） 

展示ホールＡ 

（ワールドインポートマートビル４Ｆ） 

Ａ-１事務室 30 ㎡ (9 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ａ-２事務室 30 ㎡ (9 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ａ-３事務室 45 ㎡ (14 坪) 33,000 円 (30,000 円) 

ＶＩＰルーム 94 ㎡ (28 坪) 60,500 円 (55,000 円) 

おあしす（厨房設備） ※水道・ガス使用料込 55,000 円 (50,000 円) 

展示ホールＢ（文化会館４Ｆ） 

Ｂ-１事務室（４Ｆ） 30 ㎡ (9 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ｂ-２事務室（５Ｆ） 30 ㎡ (9 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ｂ-３事務室（５Ｆ） 72 ㎡ (22 坪) 49,500 円 (45,000 円) 

展示ホールＣ（文化会館３Ｆ） 
Ｃ-１事務室 52 ㎡ (16 坪) 38,500 円 (35,000 円) 

Ｃ-２事務室 54 ㎡ (16 坪) 38,500 円 (35,000 円) 

展示ホールＤ（文化会館２Ｆ） 

Ｄ-１事務室 25 ㎡ (8 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ｄ-２事務室 22 ㎡ (7 坪) 22,000 円 (20,000 円) 

Ｄ-３事務室 16 ㎡ (5 坪) 16,500 円 (15,000 円) 

※ＶＩＰルーム・おあしすをご利用の場合は、原状回復清掃にかかる費用を別途請求いたします。 

電気 33 円 (30 円) /kwh 

水道 891 円(810 円) /㎥ 

時間外空調 44 円 (40 円) /坪 h 
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●備品・機器                             ※消費税込 (  )内は本体価格 

 
品名 使用料（1 日あたり） 備考 

1 長机 605 円 (550 円) W1,800×D450×H700mm 

2 折りたたみパイプイス 165 円 (150 円) W450×D390×H760mm 

3 スタッキングチェア 220 円 (200 円) W440×D530×H760mm 

4 ハイチェア 1,100 円 (1,000 円) 最大 H800mm／最小 H560mm 

5 ホール内放送用有線マイク 1,100 円 (1,000 円) 1 回のご利用につき 1 本まで無料 

6 ホール内放送用ワイヤレスマイク 3,300 円 (3,000 円) デジタル方式 

7 ポータブルアンプ・マイクセット 5,500 円 (5,000 円) ワイヤレスマイク 1 本付 

8 追加ワイヤレスマイク 2,200 円 (2,000 円) ポータブルアンプ用 

9 追加有線マイク 1,100 円 (1,000 円) ポータブルアンプ用 

10 可動式液晶モニター 11,000 円 (10,000 円) 46 ｲﾝﾁ及び 55 ｲﾝﾁ 

11 DVD プレイヤー 2,200 円 (2,000 円) 再生可能ディスク DVD/CD 

12 プロジェクターセット① 22,000 円 (20,000 円) 3,400lm（スクリーン・台・ケーブル付） 

13 プロジェクターセット② 38,500 円 (35,000 円) 5,000lm（スクリーン・台・ケーブル付） 

14 100 ｲﾝﾁ自立式スクリーン 2,200 円 (2,000 円) 画面寸法 W1,970×H1,490mm 

15 150 ｲﾝﾁ自立式スクリーン 5,500 円 (5,000 円) 画面寸法 W3,048×H2,286mm 

16 デリカステージ 11,000 円 (10,000 円) W2,400×D1,800×H400mm、ｽﾃｯﾌﾟ・横幕付 

17 講演台 3,300 円 (3,000 円) W900×D480×H1,035mm 

18 司会台 2,200 円 (2,000 円) W630×D500×H1,000mm 

19 講演台用手元照明 550 円 (500 円)  

20 レーザーポインター 550 円 (500 円)  

21 表彰盆 550 円 (500 円)  

22 ホワイトボード 2,200 円 (2,000 円) W1,900×H1,800（板面 W1,750×H850）mm 

23 姿見 2,200 円 (2,000 円)  

24 ハンガーラック 3,300 円 (3,000 円) ハンガー30 本付 

25 テーブルクロス（白布） 330 円 (300 円) W2600×D2200mm ※利用 1 回あたり料金 

26 傘ぽん（傘袋自動装着器） 3,300 円 (3,000 円) 傘袋 500 枚付 

27 ベルトパーテーション 3,300 円 (3,000 円) ベルト長 2200 mm 

28 可動式三つ折パーテーション 3,300 円 (3,000 円) W1,800×H1,800mm 

 

※在庫に限りがありますので、事前に担当者までご相談ください。 

※机・折りたたみパイプイス・スタッキングチェアは原則として倉庫からのお渡し・倉庫への返却となります。 

※音響・映像機器を含む備品のセッティング・配置は、お客様ご自身にて実施いただきます。 

 


