
令和４年１２月２８日 

 

お客様各位 

 

 

公益社団法人沖縄県トラック協会  

 

 

 

２０２３年 施設利用料金改定のお知らせ 

 

 

平素は、当会館の施設をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

さて、当会館の利用料金について、維持・管理コストの増大等に伴い、やむな

く料金を改定させていただくこととなりました。 

 

つきましては、２０２３年１月１日以降の利用料金を別紙の通り改定させて

いただきますとともに、同日以降にご予約されるお客様は、改定後の新料金を適

用させていただきます。 

 

すでにご予約いただいておりますお客様（仮予約を含みます）は旧料金でご利

用いただけます。 

 

大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒、ご理解いただき、今後とも変わらぬご

愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 



(単位：円)

9:00 13:00 18:00 9:00 13:00 9:00

～ ～ ～ ～ ～ ～

12:00 17:00 22:00 17:00 22:00 22:00

第１研修室 ５Ｆ
14,000 19,000 21,000 32,000 36,000 48,000 6,000

大研修室 基本設定：机４０台×２名掛＝８０名
(12,728) (17,273) (19,091) (29,091) (32,728) (43,637) (5,455)

 (246㎡)
最大：2名掛＝約100名　3名掛＝約150名

16,500 21,500 23,500 34,500 38,500 50,501 6,000

　　　 (15,000) (19,546) (21,364) (31,364) (35,000) (45,910) (5,455)

第１研修室 ５Ｆ
11,000 14,000 16,000 24,000 28,000 37,000 5,000

中研修室
(10,000) (12,728) (14,546) (21,819) (25,455) (33,637) (4,546)

(169.58㎡)
最大：2名掛＝約64名　3名掛＝約96名

13,500 16,500 18,500 26,500 30,500 39,501 5,000

(12,273) (15,000) (16,819) (24,091) (27,728) (35,910) (4,546)

第１研修室 ５Ｆ
7,000 9,000 11,000 16,000 20,000 26,000 3,500

小研修室
(6,364) (8,182) (10,000) (14,546) (18,182) (23,637) (3,182)

(76.5㎡)
最大：2名掛＝約32名　3名掛＝約48名

9,500 11,500 13,500 18,500 22,500 28,501 3,500

(8,637) (10,455) (12,273) (16,819) (20,455) (25,910) (3,182)

7,000 9,000 11,000 16,000 20,000 26,000 3,500

第２研修室 ４Ｆ
(6,364) (8,182) (10,000) (14,546) (18,182) (23,637) (3,182)

（92㎡）
最大：2名掛＝約32名　3名掛＝約48名

9,500 11,500 13,500 18,500 22,500 28,501 3,500

(8,637) (10,455) (12,273) (16,819) (20,455) (25,910) (3,182)

2,700 3,000 3,500 4,500 5,500 7,000 1,100

控　室 ５Ｆ (2,455) (2,728) (3,182) (4,091) (5,000) (6,364) (1,000)

（10㎡） 2,700 3,000 3,500 4,500 5,500 7,000 1,100

(2,455) (2,728) (3,182) (4,091) (5,000) (6,364) (1,000)

◆第１研修室は可動式間仕切りで中研修室及び小研修室の２室に分離可能。中研修室、または小研修室をご利用

　の場合は、利用者自身で「パーテーションのご利用について」を参考に設置し、終了後は元に戻してください。

◆小研修室には、音響設備やプロジェクター等の付属設備はありません。（ホワイトボードのみ利用可）

◆机、椅子を動かしたり、追加する場合等は、利用者自身で設置し、終了後は基本設定に戻してください。

◆駐車場収容台数／２０台

◆平日の１７時以降、及び土・日・祝祭日は２時間未満の貸出しは行いません。

◆パソコン等の持込み、またはプロジェクターの利用を予定している場合、事前に電話予約の上に来館し機材の調整

　を行って下さい。（機材の相性が合わない場合はご利用になれません。）

◆当館のインターネット環境の利用、プロジェクター利用に関してのトラブルには一切責任を負いません。

◆利用料金には、冷（暖）房使用料も含まれています。

◆施設利用料金は原則としてご利用日当日までにお支払いください。（振込手数料はお客様負担です。）

◆キャンセル料は請求金額を基に下記のとおりお受けします。

　◎ご利用予定日当日　１００％　　　◎ご利用予定日前日　５０％　　　◎ご利用予定日２日前　３０％

◆この施設利用料金は、令和５年１月１日以降の予約分から適用します。

一般：施設利用料金表

種別 収容人数 区分

利　　用　　料　　金　［消費税10％込み］

１時間単位
での貸出

スクール形式：

スクール形式：

基本設定：机２８台×２名掛＝５６名

平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

基本設定：机１２台×２名掛＝２４名

（付属設備はホワイトボードのみ利用可）

平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

スクール形式：

スクール形式：

第１・２研修室の利用に付随して

基本設定：机１４台×２名掛＝２８名

貸出します。（単独貸出しは不可）

ソファー３脚・テーブル１台（応接用）



(単位：円)

9:00 13:00 18:00 9:00 13:00 9:00

～ ～ ～ ～ ～ ～

12:00 17:00 22:00 17:00 22:00 22:00

第１研修室 ５Ｆ
10,500 14,250 15,750 24,000 27,000 36,000 4,500

大研修室 基本設定：机４０台×２名掛＝８０名
(9,546) (12,955) (14,319) (21,819) (24,546) (32,728) (4,091)

 (246㎡)
最大：2名掛＝約100名　3名掛＝約150名

12,375 16,126 17,625 25,875 28,875 37,875 4,500

　　　 (11,250) (14,660) (16,023) (23,523) (26,250) (34,432) (4,091)

第１研修室 ５Ｆ
8,250 10,500 12,001 18,000 21,000 27,750 3,751

中研修室
(7,500) (9,546) (10,910) (16,364) (19,091) (25,228) (3,410)

(169.58㎡)
最大：2名掛＝約64名　3名掛＝約96名

10,125 12,375 13,875 19,875 22,875 29,625 3,751

(9,205) (11,250) (12,614) (18,069) (20,796) (26,932) (3,410)

第１研修室 ５Ｆ
5,250 6,750 8,250 12,001 15,000 19,500 2,625

小研修室
(4,773) (6,137) (7,500) (10,910) (13,637) (17,728) (2,387)

(76.5㎡)
最大：2名掛＝約32名　3名掛＝約48名

7,125 8,625 10,125 13,875 16,875 21,375 2,625

(6,478) (7,841) (9,205) (12,614) (15,341) (19,432) (2,387)

5,250 6,750 8,250 12,001 15,000 19,500 2,625

第２研修室 ４Ｆ
(4,773) (6,137) (7,500) (10,910) (13,637) (17,728) (2,387)

（92㎡）
最大：2名掛＝約32名　3名掛＝約48名

7,125 8,625 10,125 13,875 16,875 21,375 2,625

(6,478) (7,841) (9,205) (12,614) (15,341) (19,432) (2,387)

2,025 2,250 2,625 3,375 4,125 5,250 825

控　室 ５Ｆ (1,841) (2,046) (2,387) (3,069) (3,750) (4,773) (750)

（10㎡） 2,025 2,250 2,625 3,375 4,125 5,250 825

(1,841) (2,046) (2,387) (3,069) (3,750) (4,773) (750)

◆第１研修室は可動式間仕切りで中研修室及び小研修室の２室に分離可能。中研修室、または小研修室をご利用

　の場合は、利用者自身で「パーテーションのご利用について」を参考に設置し、終了後は元に戻してください。

◆小研修室には、音響設備やプロジェクター等の付属設備はありません。（ホワイトボードのみ利用可）

◆机、椅子を動かしたり、追加する場合等は、利用者自身で設置し、終了後は基本設定に戻してください。

◆駐車場収容台数／２０台

◆平日の１７時以降、及び土・日・祝祭日は３時間未満の貸出しは行いません。

◆パソコン等の持込み、またはプロジェクターの利用を予定している場合、事前に電話予約の上に来館し機材の調整

　を行って下さい。（機材の相性が合わない場合はご利用になれません。）

◆当館のインターネット環境の利用、プロジェクター利用に関してのトラブルには一切責任を負いません。

◆利用料金には、冷（暖）房使用料も含まれています。

◆施設利用料金は原則としてご利用日当日までにお支払いください。（振込手数料はお客様負担です。）

◆キャンセル料は請求金額を基に下記のとおりお受けします。

　◎ご利用予定日当日　１００％　　　◎ご利用予定日前日　５０％　　　◎ご利用予定日２日前　３０％

◆この施設利用料金は、令和５年１月１日以降の予約分から適用します。

ソファー３脚・テーブル１台（応接用）
土日・祝日

（　）は税抜

スクール形式：
平日

（　）は税抜
基本設定：机１４台×２名掛＝２８名

土日・祝日

（　）は税抜

第１・２研修室の利用に付随して
平日

（　）は税抜
貸出します。（単独貸出しは不可）

土日・祝日

（　）は税抜

スクール形式：
平日

（　）は税抜
基本設定：机１２台×２名掛＝２４名

土日・祝日

（　）は税抜（付属設備はホワイトボードのみ利用可）

会員：施設利用料金表

スクール形式：
平日

（　）は税抜

土日・祝日

（　）は税抜

スクール形式：
平日

（　）は税抜
基本設定：机２８台×２名掛＝５６名

種別 収容人数 区分

利　　用　　料　　金　［消費税10％込み］

１時間単位
での貸出



(大) (中) (小)

天吊り（固定）液晶プロジェクター 2 ○(1) ○(1) ○(1)

ホワイトボード 4 ○(2) ○(2) ○(1) ○(2)

ワイヤレスマイク 6 ○(4) ○(4) ○(2)

演台 2 ○(1) ○(1) ○(1)

花台 1 ○(1) ○(1)

音響設備 2 ○ ○ ○

電動スクリーン 2 ○(1) ○(1) ○(1)

机 68 ○(52) ○(32) ○(16) ○(16)

椅子 204 ○(156) ○(96) ○(48) ○(48)

応接用ソファー及びテーブル 1 ○

◆当館のインターネット環境の利用、プロジェクター利用に関してのトラブルには一切責任を負いません。

◆パソコン等の持込み、またはプロジェクターの利用を予定している場合は事前に電話予約の上に来館し

◆机、椅子を動かしたり、追加する場合等は、利用者自身で設置し、終了後は基本設定に戻してください。

　　　　　５Ｆ　第１研修室 　大研修室 スクール形式 ： 机４列×１０行　椅子　２名掛

　　　　　　　　　　〃　　　　　中研修室 スクール形式 ： 机４列×　７行　椅子　２名掛

　　　　　　　　　　〃　　　　　小研修室 スクール形式 ： 机２列×　６行　椅子　２名掛

　　　　　４F　第２研修室 スクール形式 ： 机２列×　７行　椅子　２名掛

◆第１研修室は可動式間仕切りで中研修室及び小研修室の２室に分離可能。中研修室、または小研修室

　をご利用の場合は、利用者自身で「パーテーションのご利用について」を参考に設置し、終了後は元に戻

　してください。

　機材の調整を行って下さい。（機材の相性が合わない場合はご利用になれません。）

◆各研修室等で付属設備以外の設備等利用を希望する場合は、ご相談ください。

九州沖縄トラック研修会館（（公社）沖縄県トラック協会）　ＴＥＬ 098-863-0280　FAX 098-863-3591

付属設備等一覧表

利用可能場所
設備等名称 数量

◆付属設備の利用料金は頂きません。

（　）内は各研修室で使用可能な最大数。

第
１
研
修
室

第
１
研
修
室

第
１
研
修
室

控
　
室

第
２
研
修
室


