
　料金表

＜ 宿泊料金　団体利用 　素泊り ＞
　施設利用および団体様 （8名様以上）でご利用の場合。お一人様室料/1泊。

２人 ３人 １人 ２人 ３人 １人 ２人 ３人

シングル ¥3,564 - ¥4,536 ¥3,780 - ¥4,860 ¥4,320 -

ツイン ¥4,104 ¥3,564 ¥5,400 ¥4,320 ¥3,780 ¥5,940 ¥4,860 ¥4,320

４人用
（1室3名以上の場合）

和室大部屋
(1室5名以上)

＜ 宿泊料金　団体利用　１泊２食付プラン  ＞
　１泊２食付き（夕食・朝食）お一人様料金/1泊（一例）。

２人 ３人 １人 ２人 ３人 １人 ２人 ３人

シングル ¥5,294 - ¥6,486 ¥5,730 - ¥7,134 ¥6,594 -

ツイン ¥5,834 ¥5,294 ¥7,350 ¥6,270 ¥5,730 ¥8,214 ¥7,134 ¥6,594

４人用
（1室3名以上の場合）

和室大部屋
(1室5名以上)

＜ 宿泊料金　個人利用 ＞
個人でのご利用も承ります。お一人様1泊、食事代別。

当館ホームページ内からインターネットでのご予約も可能です。　料金はシーズン・催事により変動になります。

(　　)内は11月～4月の料金。

１人 ２人 ３人

シングル
\6,480～

（\5,400～）
\5,940～

（\4,860～） － 　朝食＠1,080－より。

ツイン
\7,560～

（\6,480～）
\6,480～

（\5,400～）
\5,940～

（\4,860～） 　夕食＠1,404-よりご予算に応じ調整いたします。

３人 ４人 ５人

\5,940～
（\4,860～）

\5,940～
（\4,860～）

\5,400～
（\4,320～）

※　上記は全て、税込料金となっております。

　＝ 宿泊室のご案内 (団体・個人共通） ＝

※ 冬期（１１月～４月）は別途お一人様324円の
　　暖房料を頂戴します。

※ 当館をご利用のお客様には
　　駐車場を無料でお使いいただけます。

※ ２t車以上車両の場合は、別途1泊に付き駐車料として
　　1,728円頂戴いたします。

　＝ 宿泊室タイプのご案内 ＝

■ シングル（9室）    定員1名・補助ベッド1名　・2名様で利用可能・バス・トイレ付
　　浴衣／フェイスタオル／バスタオル／リンスインシャンプ－／
　　ボディソ－プ／歯ブラシセット／テレビ
■ ツイン（14室）     定員2名・補助ベッド1名 ・3名様で利用可能・バス・トイレ付
　　浴衣／フェイスタオル／バスタオル／リンスインシャンプ－／
　　ボディソ－プ／歯ブラシセット／テレビ
■ 4人用（13室）  定員4名・補助ベッド1名 ・5名様で利用可能・バス・トイレ別／
　　浴衣／テレビ
※ 収容人員125人（各室に補助ベッド1台込み）
※ その他、研修室２・研修室３・会議室４の和室でのご宿泊も可能です。

〒005-0022

札幌市南区真駒内柏丘7丁目8番1号

Tel.011-584-7555 Fax.011-584-7550

大　　人

¥5,514

¥3,240

¥4,322 ¥5,190 ¥6,054

¥3,890 ¥4,542

高校生 大　　人

室　名
小・中学生 高校生

¥2,160 ¥2,592

４人用

¥2,592 ¥3,240 ¥3,780

　＝団体様のお申し込みについて＝

※ お電話または当館ホームページ内からお問合せください。その後、お申込書を当社が受領したのち正式予約となります。
　　お申込み書は当館ホームページ内にございますのでご利用ください。
※ 4名用で2名利用は324円、１名利用は540円増し。
※ 和室の大部屋もございます。１室５名以上でご利用ください。
※ 4人用および和室には歯ブラシなど備品のサービスはございませんので、お持込みいただくか、レンタルをご利用ください。

室　名
小・中学生

　＝ 団体利用のお食事ついて ＝

※ １泊２食付きの価格は組合せの一例です。 お食事のメニュー内容はご予算に応じますので、ご相談ください。
※ 食物アレルギーのあるかたは、５日前までにお知らせください。
※ お食事は個人盛とビュッフェスタイルの２種類がございますが、人数によって変動いたしますので、ご了承ください。
※ 宴会や、お弁当も承りますので、ぜひお気軽に ご相談ください。
※ お弁当はご予算に応じて承ります (15個以上で承ります）。
　　また近郊会場へのお届け・手配も可能ですので、ご相談ください。
　　（当館契約業者への発注となります）



　料金表

　＜ 体育館専用利用料金 ＞　平日料金　　　　　　　　

9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00 全日

小・中学生 ¥6,912 ¥9,215 ¥8,640 ¥8,640 ¥25,920 　 小・中学生

高校生 ¥9,720 ¥12,960 ¥10,800 ¥10,800 ¥36,720 　 高校生

障がい者・引率者 ¥6,912 ¥9,215 ¥8,640 ¥8,640 ¥25,920 　 障がい者・引率者

大人 ¥12,960 ¥17,280 ¥12,960 ¥1,296 ¥47,520 　 大人

６５才以上 ¥9,720 ¥12,960 ¥10,800 ¥10,800 ¥36,720 ６５才以上

9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00 全日

小・中学生 ¥4,147 ¥5,529 ¥5,184 ¥5,184 ¥15,552

高校生 ¥5,832 ¥7,776 ¥6,480 ¥6,480 ¥22,032

障がい者・引率者 ¥4,147 ¥5,529 ¥5,184 ¥5,184 ¥15,552

大人 ¥7,776 ¥10,368 ¥7,776 ¥7,776 ¥28,512

６５才以上 ¥5,832 ¥7,776 ¥6,480 ¥6,480 ¥22,032

　＜ 体育館専用利用料金 ＞　土・日・祝日料金　　　

9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00 全 日

小・中学生 ¥8,316 ¥11,087 ¥10,800 ¥10,800 ¥34,560

高校生 ¥11,664 ¥15,552 ¥12,960 ¥12,960 ¥45,360

障がい者・引率者 ¥8,316 ¥11,087 ¥10,800 ¥10,800 ¥34,560

大人 ¥15,552 ¥20,736 ¥15,552 ¥15,552 ¥56,160

６５才以上 ¥11,664 ¥15,552 ¥12,960 ¥12,960 ¥45,360

9:00～12:00 13:00～17:00 17:00～19:00 19:00～21:00 全日

小・中学生 ¥4,989 ¥6,652 ¥6,480 ¥6,480 ¥10,736

高校生 ¥6,998 ¥9,331 ¥7,776 ¥7,776 ¥27,216

障がい者・引率者 ¥4,989 ¥6,652 ¥6,480 ¥6,480 ¥20,736

大人 ¥9,331 ¥12,441 ¥9,331 ¥9,331 ¥33,696

６５才以上 ¥6,998 ¥9,331 ¥7,776 ¥7,776 ¥27,216

　＜ 会議室・研修室 利用料金 ＞

暖房料

１区分 全日 １区分 全日 全日 1区分

視聴覚室（固定席） ７７席 ¥3,780

会議室１ ～５０名 ¥2,700

研修室１・４・５ ～３０名 ¥1,620

会議室２ ～２０名 ¥1,080

研修室３（和） ～２０名 ¥1,080

会議室３ ～１０名 ¥540

会議室４（和） ～２０名 ¥1,080

大会議室 ～１５０名 ¥14,256 ¥37,584 ¥18,144 ¥47,952 ¥62,208 ¥5,400

　＜ 研修機器 利用料金 ＞
ホワイトボード ¥1,080

ワイヤレスマイク ¥1,080

ＯＨＰ一式 ¥1,080

ＣＤラジカセ ¥1,080

テレビＶＴＲ一式 ¥1,620

ＤＶＤ再生機一式 ¥1,620
スライド映写機一式 ¥1,620

液晶プロジェクター ¥3,240

※　上記は全て、1区分料金です。　税込料金となっております。

　＝ 体育館ご利用のご案内 ＝

体育館はウッドフロア、広さは全面で1,118㎡（43m×
26m）。
　・更衣ロッカー室（男75・女75）
　・シャワー室／トイレ

※ 幼児の個人利用は無料とし、専用利用の場合は

　　小・ 中学生料金と同額とします。

※ 専用利用において、冬期（１１月～４月）は

　　1区分1,080円の暖房料を頂戴します。

※ ご利用は、準備、後始末などすべての時間を含みま
す。
※ 個人の利用料金は１区分の料金となります。
　　（ただしご利用は専用利用のない場合に限ります）
※ 連続して利用することも可能です。

※ 体育棟内の体育館・通路は土足厳禁となっております
　　ので、上履きと靴袋をご用意ください。

　＝ 体育館　備品について ＝

※ 無料での貸出品目はボール類（バレー・バスケット・
　　ドッジ・卓球の球）、ラケット類（卓球・バドミントン）、
　　ネット類（バドミントン・バレーボール）、卓球台、
　　得点板、運動マット類、防球ネット。
※ 有料での貸出品目は音響機材、大縄跳びの綱

1,080円、

　　綱引きの綱　1,620円、ビブスレンタル（10枚1組）

540円。

※ 貸出不可のものは、上記記載以外のボール類、コー
ン、

※ 団体専用利用が優先となります。

　＝ 団体様のお申し込みについて ＝

※ 冬期（１１月～４月）は上記に記載した暖房料を別途頂戴します。
※ お電話、または、当館ホームページ内からお問合せください。
　　その後、お申込書を当館が受領したのち正式予約となります。
　　お申込み書は当社ホームページ内にございますのでご利用ください。
※ 研修機器は数量に限りがございますので、事前にお申し付けください。

１区分

¥8,640

¥6,480

¥4,320

¥23,328

9：00-12：00または13：00-17：00

¥260

¥410

¥410

¥510

（１日）

¥10,800¥2,160 ¥5,400 ¥3,240 ¥8,640

¥3,240 ¥8,640 ¥4,320 ¥10,800 ¥17,280

室 名 収容人数
小・中学生 高校生 大人

¥22,680

区　分
半面でのご利用の場合。

区　分
半面でのご利用の場合

¥4,320 ¥10,800 ¥6,480 ¥17,280

（時間帯区分　①　９:００～１２：００　②１３:００～１７:００　③１８：００～２１：００となります）

区　分
専用（全面）でのご利用の場合　※21:00～23:00までの延長料金は12,960円。

個人利用

〒005-0022

札幌市南区真駒内柏丘7丁目8番1号

Tel.011-584-7555 Fax.011-584-7550

区分
専用（全面）でのご利用の場合。  ※21:00～23:00までの延長料金は15,552円。

¥260

＜ 体育館　個人利用料金 ＞



　　料金表

午前 午後 夜間 全日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00 9:00～21:00

¥19,440 ¥27,000 ¥37,800 ¥75,600

¥25,920 ¥35,640 ¥48,600 ¥93,960

¥30,780 ¥38,880 ¥64,800 ¥107,568

小・中学生 ¥6,480 ¥6,480 ¥6,480 ¥18,360

高校生 ¥8,640 ¥8,640 ¥8,640 ¥24,624

大人 ¥12,960 ¥12,960 ¥12,960 ¥36,936

午前 午後 夜間 全日

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00 9:00～21:00

¥23,328 ¥31,104 ¥48,600 ¥92,729

¥30,326 ¥40,435 ¥62,208 ¥112,752

¥32,400 ¥47,520 ¥77,760 ¥129,082

＜ 照明他 セット料金 ＞
¥25,920 ¥16,200

２列 ２列

１列 ４０台

８台 １式

７４台

¥10,800 ¥7,560

１列 ２列

３８台 １式

＜ ホール附帯設備等 利用料金 ＞　　　
種別 単位 利用料 種別 単位 利用料

１台 ¥5,184 １式 ¥10,800
１台 ¥1,296 １式 ¥3,240
１台 ¥2,592 １台 ¥324
１台 ¥648 １双 ¥2,700
１台 ¥2,700 １枚 ¥432
１本 ¥1,296 １枚 ¥1,080
１本 ¥1,080 １式 ¥5,400
１台 ¥1,620 １組 ¥540
１台 ¥2,700 １台 ¥162
１台 ¥2,160 １台 ¥162
１式 ¥2,160 １台 ¥130
１列 ¥2,160 １式 ¥4,104
１列 ¥4,320 １式 ¥1,404
１台 ¥540 １本 ¥594
１台 ¥2,700 １台 ¥3,780

１台 ¥216 ¥12,960
１台 ¥432 ¥1,404
１台 ¥324 ¥4,860
１台 ¥270 ¥756
１台 ¥918 １台 ¥2,160
１台 ¥864 １式 ¥2,700

１台 ¥972 １台 ¥270
１台 ¥864 １台 ¥270

１台 ¥4,320
１台 ¥2,700

¥7,020

※　上記は全て、1区分料金です。　税込料金となっております。

※ 興行目的でのホールご利用は、入場料2,500円未満を
　　徴収する場合、左記料金の３割増し、2,500円以上の場
　　合５割増しとなります。

※ 舞台技術料金は別途申し受けます。
　　当ホールスタッフ１名で全日の場合32,400円。
　　1区分毎の算出は1名10,800円。また高度な照明・
　　音響技術を要する舞台利用に関しては
　　別途ご相談ください。

※ ホールの舞台設置のうち、所作台、平台、山台、
　　バレエリノリウムの取り付けを当社が行う場合、
　　その実費を徴収させていただきます。

※ 21:00～22:00までの延長利用の場合は、延長利用料
　　として夜間区分料金の1/3となります。

※ ご利用時間は、準備、リハ－サル、後始末など
　　すべての時間を含みます。

※ ホール利用において、冬期間（11月～4月）は
　　別途暖房料1区分に付き2,160円が加算されます。

※ リハ－サル室は、単独で使用する場合の料金となります。
　　冬期間（11月～4月）は別途暖房料、１区分1,080円と
　　なります。

小・中学生

＜ ホール利用料金 ＞ 平日料金

区分

※ お電話または当館ホームページ内からお問合せください。
　　その後、お申込書を当館が受領したのち正式予約となります。
　　またホール利用において、当館が指定する日時までに前納金のお支払いが
　　必要になります。

小・中学生

〒005-0022

札幌市南区真駒内柏丘7丁目8番1号

Tel.011-584-7555 Fax.011-584-7550

高校生

大人

リハーサル
室

＜ ホール利用料金 ＞ 土・日・祝日料金

区分

Ａセット Ｂセット

ボーダーライト　　　 ボーダーライト　　　

アッパーホリゾンライト　 スポットライト　　１Ｋｗ

ロアーホリゾンライト 反響板

放送設備

ミキシングテーブル

スポットライト １Ｋｗ

高校生

大人

テープレコーダー（ｵｰﾌﾟﾝﾘｰﾙ）

バレエシート（リノリウム）

地絣マイクロホン（コンデンサー型）

Ｃセット Ｄセットボーダーライト　　　 ボーダーライト　　　

スポットライト １Ｋｗ 反響板

※ 上記の料金は、午前、午後、夜間の各利用時間帯1区分当たりの料金です。

品　名 品　名

金屏風テープレコーダー（カセット）

緋毛せんワイヤレスマイク

所作台

レコードプレイヤー

山　台

指揮者用譜面台

指揮台

反響板マイクロホン（ダイナミック型）

演台・花台ＣＤプレイヤー

デジタル録音機器

ストリップライト　０．９ｍ

ストリップライト　１．８ｍ

１６ｍｍ映写機　５巻までスポットライト　１ｋｗ

１巻増す毎に

幕類

舞台設備

エフェクター

譜面台３点吊マイク装置

ミラーボール

照明設備

ボーダーライト

箱足アッパーホリゾント

吊バトンロアーホリゾント

スモークマシンクセノンピンスポットライト

３５ｍｍ映写機　５巻まで

※ 消耗品及びピアノ調律は、別途実費をいただきます。

スポットライト　0.5ｋｗ
スライド映写機カッタースポットライト

スクリーンオーロラマシン

１Ｋｗ未満エフェクトマシン

１Ｋｗ増す毎に

グランドピアノ

アップライトピアノ

中継用電源

１巻増す毎に

その他

持込器具

映写設備


