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渋谷ヒカリエ ８／COURT　使用料金表

基本使用時間 10：00～22：00 基本使用料

平日 \ 400,000 ／日

休日 \ 550,000 ／日

※使用時間が6時間を越える場合は、基本使用料が適用されます。

時間貸し基本使用料

平日 \ 120,000／3時間

延長利用  \  40,000／1時間

休日 \ 150,000／3時間

延長利用  \  50,000／1時間

※使用時間が3時間～6時間の場合は、時間貸し基本使用料が適用されます。

時間外使用 22：00～10：00 時間外使用料金 \ 60,000／1時間

時間外管理立会い料金 1名につき　\ 5,000／時間

※使用時間には、準備・後片付けなどの一切の時間を含みます

※時間外使用、夜間準備使用は、8/運営事務局の承認を得た場合に限ります

※搬出入エレベータの状況により時間を指定する場合がありますのでご了承ください

※施設運営上、使用時間を相談させていただく場合がありますのでご了承ください

キャンセル料 使用許諾書発行日から基本料金振込指定日まで 会場使用料金の50％

会場使用料金　振込指定日以降 会場使用料金の全額

使用開始日の14日前以降のキャンセル 基本設備管理料金・オペレーション料金の全額

基本設備管理料金 基本時間内（10:00～22:00）

基本時間外（22:00～翌10:00） 1名　\ 5,000／時間

※音響・映像機器をご利用の場合は「基本設備管理料金」が発生いたします

※照明・音響・映像のオペレーションを当事務局にご用命の場合は、別途料金となります

備考

※夜間立会い・基本設備管理・オペレーションの発注は1ヶ月前までとさせていただきます

※夜間立会い・基本設備管理・オペレーションの人数については規模に応じて別途お見積りいたします

※夜間立会いに伴う交通費、宿泊費が発生する場合は、別途請求させていただきます

※記載の金額には、すべて別途消費税を申し受けます

1名　\ 35,000／日



渋谷ヒカリエ ８／COURT　設備・備品料金表

設備

会場使用時間 料金

照明設備 4時間～終日 ¥20,000

基本セット 3時間まで ¥5,000

映像・音響設備 4時間～終日 ¥50,000

基本セット 3時間まで ¥12,500

音響設備のみ 4時間～終日 ¥20,000

基本セット 3時間まで ¥5,000

備品 名称 単価（1日あたり） 保有数 仕様

イス（～100脚まで） 無料

イス（追加1脚あたり） ¥200

机 ¥1,000 19台 W1800×D800×H700mm

事務机 ¥1,000 4台 W1800×D600×H700mm キャスター付き

展示台(4台以内) ¥20,000

展示台(5台以上) ¥30,000

演台 ¥1,000 1台 W750×D450×H1120（SH970）mm、ブラック、電源ｹｰﾌﾞﾙ8m

ハイチェア ¥1,000 4台 W435×D430×H790（SH755）mm

丸テーブル（低） ¥1,000 5台 ネルソンエンドテーブル　H545xφ430mm

丸テーブル（高） ¥1,000 2台 ネルソンエンドテーブル　H800xφ450mm

ベルトパーテーション 無料 8台 人員誘導用

サインスタンド 無料 2基 A4横型・紙挟み式　H=1100mm

案内板 無料 6基
Ａ2縦・B3縦型・片面ホワイトボード　H=1400mm
（ホワイトボード板面寸法　W430×D30×H872mm）

インフォメーション
ディスプレイ

¥30,000 1台
60V型ワイド（対角152.5cm）、液晶（1378×39.4×794mm）
スタンド付き

ホワイトボード 無料 2基 W1946×D60×H1850mm 、板面（W1800×D17×H900mm） 

移動式DLP
プロジェクター

¥10,000 2台
5000ｌｍ、プロジェクター用テーブル付属
　※映像基本セットとは別に設置の場合に使用

※他催事との共用備品となるため、実際に使用できる数量についてはご確認ください

※台車や脚立は無料でお貸出しします。事務局へお声がけください。

※記載の金額には、すべて別途消費税を申し受けます

※上記のほか、感染症対策にアクリルパーテーションもご用意がございます。ご相談ください。
（キャスター付きH1650ｍｍ×4基/卓上用H600ｍｍ×W900ｍｍ×12枚/卓上用仕切りH600ｍｍ×W500ｍｍ×12枚）

ステージ
\1,000
(1台）

14台
組み立て式。（1台 2000×1000×h330mm）
所有台数の範囲内でサイズ調整可能

14台
・1000×1000×ｈ500mm　3台
・1000×1000×ｈ700mm　3台
・ 400×400×ｈ770mm　  8台

内容

スポットライト　LED（調光可）60個
ライティングレール×7本
※ベースライト（白色・調光不可・列ごとのON/OFF可）のみの使用の場合は無料

〈映像設備〉
天吊りDLPプロジェクター7000ｌｍ、200インチ手動スクリーン
スイッチャー（4入力）
Blueray/DVDプレイヤー

〈音響設備〉
音響操作ミキサー、CDプレイヤー
ワイヤレスマイク4本（A帯）、ダイナミックマイク2本
ヘッドセットマイク4本（※ワイヤレスマイク4本と同チャンネル）
前方メインスピーカ×2台、後方補助スピーカ×2台

〈音響設備〉のみ（内容は上記）

150脚 イームズシェルチェア



COURT備品使用料

品名 イス 机 事務机

イメージ

仕様 イームズシェルチェア W1800×D800×H700mm
W1800×D600×H700mm
キャスター付き

保有数 150脚 19台 4台
～100脚まで　　無料
追加1脚あたり　\200

品名 ステージ 演台 ハイチェア

イメージ

仕様
組み立て式
1台 2000×1000×h330mm
所有台数の範囲内でサイズ調整可能

W750×D450×H1120(SH970)mm
電源ケーブル8m

W435×D430×H790(SH755)mm

保有数 14台 1台 4台

品名

イメージ

仕様 1000×1000×ｈ500mm 1000×1000×ｈ700mm  400×400×ｈ770mm

保有数 3台 3台 8台

展示台

単価
(1日あたり)

4台以内　　\20,000

5台以上　　\30,000

単価
(1日あたり) ¥1,000 ¥1,000

単価
(1日あたり) ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000



品名 丸テーブル（低） 丸テーブル（高） ベルトパーテーション

イメージ

仕様
ネルソンエンドテーブル
H545xφ430mm

ネルソンエンドテーブル
H800xφ450mm

人員誘導用

保有数 5台 2台 8台

品名 サインスタンド 案内板 インフォメーションディスプレイ

イメージ

仕様 A4横型・紙挟み式　H=1100mm
Ａ2縦・B3縦型・片面ホワイトボード
H=1400mm（ホワイトボード板面寸法
W430×D30×H872mm）

60V型ワイド（対角152.5cm）
液晶（1378×39.4×794mm）
スタンド付き

保有数 2基 6基 1台

品名 ホワイトボード 移動式DLPプロジェクター

イメージ

仕様
W1946×D60×H1850mm
板面（W1800×D17×H900mm）

5000ｌｍ、テーブル付属
※映像基本セットとは別

保有数 2基 2台

備考
※上記のほか、感染症対策にアクリルパーテーションもご用意がございます。ご相談ください。
（キャスター付きH1650ｍｍ×4基/卓上用H600ｍｍ×W900ｍｍ×12枚/卓上用仕切りH600ｍｍ×W500ｍｍ×12枚）
※他催事との共用備品となるため、実際に使用できる数量についてはご確認ください
※台車や脚立は無料でお貸出しします。事務局へお声がけください。
※記載の金額には、すべて別途消費税を申し受けます

単価
(1日あたり) 無料 無料 ¥30,000

単価
(1日あたり) 無料 ¥10,000

単価
(1日あたり) ¥1,000 ¥1,000 無料



渋谷ヒカリエ8F 8/COURT 映像・音響機材リスト

名称 メーカー 型番 個数 備考

プロジェクター Panasonic PT-DW750 1 WXGA 7000lm (固定)

生地：ホワイト（WG103）

200インチ（16:9）

ビデオスイッチャー Roland V-40HD 1 映像ミキサー

プレビュー用モニタ I-O DATE LCD-MF211XB 1 スイッチャー用

ブルーレイプレイヤー Pioneer BDP-3140 2

CEC対応HDMI切替器
Cypress
Technology

CLUX-C41C 1
4ポートHDMI
切替器リモコン付

コンバイナー WHIRLWIND 2

名称 メーカー 型番 個数 備考

音響卓 YAMAHA LS9-16 1

ワイヤレスマイク受信機 SHURE ULX-D 1
デジタルワイヤレスホワイト
スペース帯

ワイヤレスマイク（ハンド） SHURE SM58-ULXD2 4

ワイヤレスマイク（ヘッドセット） DPA d:fine FIDF10-M2 4 単一指向性

ヘッドセット用ボディーパック SHURE ULXD1 4

有線マイク SHURE SM58S 2 手元スイッチ付

CDレコーダー TASCAM SS-CDR200 2

4chパッシブダイレクトボックス whirlwind pcDIQ 1
Mini 1～4用インピーダンス
変換器

パワーアンプ Amcron DCi 4|300N 1 300W×4 (8Ω)

前側スピーカー Electro-Voice ZX3-90B 2

後側スピーカー Electro-Voice ZX1i-90B 2

マイクスタンド（ストレート） K&M 4 アームなし

マイクスタンド（卓上） K&M 2

延長棒 1

グーズネック K&M 1

映像設備

音響設備

スクリーン 株式会社オーエス SMP-200HM-＿1 1


