
(資料11)
単位 金額

営利を目的としない場合 ¥255,000
その他の場合 ¥382,500
営利を目的としない場合 ¥120,900
その他の場合 ¥181,500
営利を目的としない場合 ¥134,100
その他の場合 ¥201,000
営利を目的としない場合 ¥51,000
その他の場合 ¥76,200
営利を目的としない場合 ¥15,900
その他の場合 ¥24,000
営利を目的としない場合 ¥142,800
その他の場合 ¥213,900
営利を目的としない場合 ¥74,100
その他の場合 ¥111,000
営利を目的としない場合 ¥69,000
その他の場合 ¥103,200

¥34,000
¥34,000
¥34,000
¥34,000

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 終日 １月

その他の日 ¥3,900 ¥4,550 ¥4,550 ¥8,450 ¥9,100 ¥13,000 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥4,700 ¥5,400 ¥5,400 ¥10,100 ¥10,800 ¥15,500 －

その他の日 ¥5,950 ¥6,850 ¥6,850 ¥12,800 ¥13,700 ¥19,650 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥6,950 ¥8,150 ¥8,150 ¥15,100 ¥16,300 ¥23,250 －

その他の日 ¥2,250 ¥2,800 ¥2,800 ¥5,050 ¥5,600 ¥7,850 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,300 ¥6,100 ¥6,600 ¥9,400 －

その他の日 ¥3,400 ¥4,200 ¥4,200 ¥7,600 ¥8,400 ¥11,800 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥4,200 ¥4,950 ¥4,950 ¥9,150 ¥9,900 ¥14,100 －

その他の日 ¥3,250 ¥3,750 ¥3,750 ¥7,000 ¥7,500 ¥10,750 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥3,900 ¥4,450 ¥4,450 ¥8,350 ¥8,900 ¥12,800 －

その他の日 ¥5,000 ¥5,550 ¥5,550 ¥10,550 ¥11,100 ¥16,100 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥5,900 ¥6,650 ¥6,650 ¥12,550 ¥13,300 ¥19,200 －

その他の日 ¥1,550 ¥1,950 ¥1,950 ¥3,500 ¥3,900 ¥5,450
土曜日、日曜日又は休日 ¥1,800 ¥2,350 ¥2,350 ¥4,150 ¥4,700 ¥6,500

その他の日 ¥2,500 ¥2,900 ¥2,900 ¥5,400 ¥5,800 ¥8,300
土曜日、日曜日又は休日 ¥2,950 ¥3,400 ¥3,400 ¥6,350 ¥6,800 ¥9,750

その他の日 ¥1,200 ¥1,450 ¥1,450 ¥2,650 ¥2,900 ¥4,100
土曜日、日曜日又は休日 ¥1,400 ¥1,650 ¥1,650 ¥3,050 ¥3,300 ¥4,700

その他の日 ¥1,700 ¥2,050 ¥2,050 ¥3,750 ¥4,100 ¥5,800
土曜日、日曜日又は休日 ¥2,150 ¥2,450 ¥2,450 ¥4,600 ¥4,900 ¥7,050

その他の日 ¥1,250 ¥1,550 ¥1,550 ¥2,800 ¥3,100 ¥4,350 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,700 ¥3,200 ¥3,400 ¥4,900 －

その他の日 ¥1,900 ¥2,100 ¥2,100 ¥4,000 ¥4,200 ¥6,100 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥2,250 ¥2,550 ¥2,550 ¥4,800 ¥5,100 ¥7,350 －

その他の日 ¥1,400 ¥1,650 ¥1,650 ¥3,050 ¥3,300 ¥4,700 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥1,600 ¥1,850 ¥1,850 ¥3,450 ¥3,700 ¥5,300 －

その他の日 ¥1,900 ¥2,250 ¥2,250 ¥4,150 ¥4,500 ¥6,400 －
土曜日、日曜日又は休日 ¥2,450 ¥2,750 ¥2,750 ¥5,200 ¥5,500 ¥7,950 －

金額
営利を目的としない場合 ¥40

その他の場合 ¥60
営利を目的としない場合 ¥150

その他の場合 ¥220
営利を目的としない場合 ¥150

その他の場合 ¥220
備考

3　「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。
4　徴収金額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てて徴収する。

金額
観覧料 多目的ルーム１室につき一人１回 ¥320

多目的ルーム等の利用料金表（現行料金）

1　期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、６日又は１月を単位とするものにあっては、６日又は１月に満たない期
　　間は日割計算（１日に満たない端数は、１日とする。）によるものとする。

2　「午前」とは午前10時から午後1時まで、「午後」とは午後1時30分から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「午前・午後」とは午前10時
　　から午後5時まで、「午後・夜間」とは午後1時30分から午後9時まで、「終日」とは午前10時から午後9時までをいう。

区分 単位

多目的ルーム１２

営利を目的としない場合

その他の場合

区分 単位

土地

多目的ルーム９
営利を目的としない場合

多目的ルーム６

営利を目的としない場合

その他の場合

¥65,000
その他の場合

1平方メートル / 1日床

壁

多目的ルーム１０
営利を目的としない場合

¥64,000
その他の場合

多目的ルーム１１

営利を目的としない場合

その他の場合

多目的ルーム８

営利を目的としない場合

その他の場合

区分
室料

多目的ルーム５

営利を目的としない場合

その他の場合

多目的ルーム７

北側区画

１月
南東側区画

南側区画

南西側区画

区分

多目的ルーム１

全室利用

６日間

半室利用（北側区画）

半室利用（南側区画）

多目的ルーム２

多目的ルーム３

多目的ルーム４

全室利用

半室利用（北側区画）

半室利用（南側区画）


