
▼パリオレンタルスペース料⾦表 (税別) 2019年7⽉改定

全⽇ 時間利⽤ 早朝・夜間 延⻑

10:00-18:00
10:00~18:00
１時間あたり

9〜10:00 / 18〜20:00
１時間あたり

１時間あたり  全⽇

 82㎡（25坪） ¥11,000 ¥2,000 ¥2,400 ¥1,200 ¥5,000

▶まちだ割 適⽤料⾦ ¥9,900 ¥1,800 ¥2,160 ¥1,080 ¥4,500

▶全⾯ 463㎡（143坪） ¥110,000 ¥15,000 ¥18,000 ¥10,000 ¥50,000

▶まちだ割 適⽤料⾦ ¥99,000 ¥13,500 ¥16,200 ¥9,000 ¥45,000

▶A北   183㎡（55.45坪）

▶B南   184㎡（55.8坪）
¥53,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥5,000 ¥25,000

▶まちだ割 適⽤料⾦ ¥47,700 ¥9,000 ¥10,800 ¥4,500 ¥22,500

▶控え室 62㎡（18.7坪） ¥2,000 ー ー ー ー

▶まちだ割 適⽤料⾦ ¥1,800

 110.2㎡（33.3坪） ¥12,000 ¥2,100 ¥2,500 ¥1,300 ¥5,500

▶まちだ割 適⽤料⾦ ¥10,800 ¥1,890 ¥2,250 ¥1,170 ¥4,950
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町⽥パリオ 管理事務所    〒194-0022 東京都町⽥市森野1-15-13     電話︓042-725-3710

・ご利⽤時間は最⼤9:00〜20:00までとなります。基本利⽤時間（10:00〜18:00）外は延⻑料⾦が発⽣します。
 利⽤時間には、搬⼊・準備・⽚付け・搬出までの時間が含まれます。
 ※ビルの営業時間が、10:00~20:00となりますのでイべントに参加される⼀般のお客さまの⼊場可能時間は10:00となります。
  搬⼊や準備等の時間外利⽤は、搬⼊⼝より出⼊り可能です。
・⼊場料・受講料などこれらに類する料⾦を徴収する場合や販売⾏為等の営利⽬的として施設を利⽤する場合は下記の加算利⽤料が追加となります。

開催⽇前⽇・翌⽇（準備・撤収）

３F ギャラリー・パリオ（旧フリースタジオ・パリオ）

４F パリオフィールド（旧フリースペース）

5F まちなか会議室（旧セミナー/フリースペース）

▼時間利⽤

利⽤⽇の３ヶ⽉前より受付開始。
⼟⽇祝は、時間利⽤はできません。（全⽇のみ）
また早朝・夜間のみの利⽤はできません。

お申し込み代表者の⽅が、町⽥市在住・在勤・在学者の場

合、利⽤料⾦総額から10%の割引となります。お申し込み時
に⾝分証など所在を確認できる書類をご提⽰ください。

▼加算利⽤料
①⼊場料・受講料等…来場者より料⾦を徴収する時は、基本利⽤料⾦
に以下に定めた率を乗じて得た⾦額を加算します。

⼀⼈当たりの⼊場料等の最⾼額

￥1,000以下

▼まちだ割 ¥1,001〜¥2,000

¥2,001〜¥3,000

¥ 3,001〜¥5,000

¥5,001以上

②販売⾏為等…販売⾏為等を⽬的として利⽤する場合は、基本利⽤料
⾦に以下に定めた率を乗じて得た⾦額を加算します。

⼊場料等の徴収の有無

なし
有り

▼連続利⽤割引
連続した７⽇以上の利⽤の場合、総額より10%の割引がさ
れます。※他割引との併⽤不可。



パリオ備品⼀覧 (税別) 2019年7⽉改定

名称 数量 料⾦/１ケ 備考

椅⼦ 16 ¥0

テーブル⽩ 1 ¥0 W600×1500 ⾼さ710

展⽰⽤ワイヤーハンガー 51 ¥0 ⻑さ150cm×10本 / ⻑さ100cm×41本

吊りフック 37 ¥0 吊りタイプ21個 / ワイヤータイプ16個

案内板  3 ¥0 W355×460 ⾼さ1120×1台 /  W355×260 ⾼さ1120×2台

イーゼル 1 ¥0 W600  掲⽰物⾼さ650-1340

椅⼦（座席丸型） 36 ¥0

椅⼦（座席台形型） 44 ¥0

テーブル⾚ 4 ¥0 W600×1300（＋300）⾼さ750

テーブル⽊製（⿊脚２台/茶脚８台） 10 ¥0 W1050×1050 ⾼さ725 

テーブル(会議机/キャスター付） 11 ¥0 W450×1800 ⾼さ710

案内板  3 ¥0 W355×460 ⾼さ1120×1台 /  W355×260 ⾼さ1120×2台

イーゼル 1 ¥0 W600  掲⽰物⾼さ650-1340

【控え室】ハンガーラック 1 0 ハンガー×10

【控え室】姿⾝鏡 1 0

ミキサー︓YAMAHA M610XUF 

スピーカー︓YAMAHA VXS5W（ペア）※天井吊り

パワーアンプ︓YAMAHA MX4080 

オーディオプレイヤー 1 ¥1,000 DENON DN-300ZB（CD/SD/Bluetooth/USB 対応）

ワイヤレスマイク 2 ¥1,000 audio-technica  ATW1322

椅⼦ 45 ¥0

テーブル(会議机/キャスター付） 15 ¥0 W450×1800 ⾼さ700

ホワイトボード 1 ¥0 90×120 ⾼さ180 マーカー︓⾚、⿊、⿊板消し付

案内板  3 ¥0 W355×460 ⾼さ1120×1台 /  W355×260 ⾼さ1120×2台

名称 数量 料⾦/１ケ 備考

1 ¥3,000 CANON LV-WX310ST   3100lm

1 ¥1,000 EPSON EMP-TWD1 ＊RCA端⼦のみ/DVDプレイヤー内蔵

スクリーン８０インチワイド（16︓9） 1 ¥1,000 Panasonic  TH-JJETSC06K・スタンド付き

DVD・ブルーレイプレイヤー 1 ¥1,000 SONY BDP-S1500＊⾳を出す場合は⾳響システム必須

液晶カラーテレビ 1 ¥2,000 三菱電機 40V型 LCD-40ML8H

簡易スピーカー・マイクセット 1 ¥2,000 マイク２本付・180㎡迄対応 ※有線マイクの場合有

マイク追加 2 ¥500 有線マイク

マイクスタンド 2 ¥200 ロング・ストレート

卓上マイクスタンド 1 ¥200

CDプレイヤー 1 ¥1,000 ＊⾳響システム必須

ミニコンポ 1 ¥500 SONY CMT-M3

テーブル テーブル(会議机） 12 ¥100 450×1800 ⾼さ710

パイプ椅⼦ 40 ¥50

椅⼦（ハイチェア） 2 ¥50

⿊板案内板 1 ¥0 W580×420 ⾼さ820

パーテーション（⾼さ1800） 2 ¥500 W900×⾼さ1800  キャスター脚

パーテーション（⾼さ2100） 18
4F/¥800

3F,5F/¥1,000

W900×⾼さ2100  固定脚
1枚利⽤/最⼤12枚 2枚連結利⽤/最⼤16枚（8セット）
設営費1Hあたり¥1,000（1名）※設置には最低2名必要です

展⽰⽤ワイヤーハンガー（フック付き） 80 ¥10 ⻑さ150cm  耐荷重約10kg

キーボード 1 ¥2,000 KORG DIGITAL PIANO B1 88鍵

平台 4 ¥300 909×1818×121    3尺×6尺

箱⾺ 12 ¥100 303×515×181   1尺×1尺7⼨×6⼨

開き脚 8 ¥100 幅３尺⽤   ⾼さ753

町⽥パリオ 管理事務所    〒194-0022 東京都町⽥市森野1-15-13     電話︓042-725-3710 （⽉〜⼟/10:00〜18:00）

その他

▼共通備品（有料/１⽇あたり）※各スペース共通の備品となるため、事前のお申し込みが必要です。（先着順）

4F
パリオフィールド

▼常設備品

5F
まちなか会議室

椅⼦

⾳響

映像

プロジェクター

３F
ギャラリー・パリオ

⾳響システム⼀式 1 ¥15,000


