
いせ市民活動センターをご利用の 

みなさまへお知らせ 

 

施設・設備利用料金の改定について 

 

日ごろより、当館をご利用いただきまして誠にありがとうござ

います。 

 

消費税率の引き上げに伴い、令和元年 10月 1日から料金の改

定をさせていただきます。 

 

改定後の料金は、別紙料金表をご覧ください。 

 

皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和元年 9月 1日 

いせ市民活動センター 



 

  

2019.10.1改正 

いせ市民活動センター南館 

パルティいせ 利用料金案内 

○登録団体専用 
会  議  室(パルティいせ2階) 貸しブース（ロッカー付） 

区 分 収容人数 1時間当たり 区 分 料 金 

会議室１ 20人 \100 1日あたり \150 

会議室２ 8人 \100 6ヶ月あたり \15,000 

会議室３ 6人 \100   

鍵付ロッカー プロジェクタ 

区 分 料 金 料 金 

1月当たり \210 無 料 

※貸しブースには、鍵つきロッカーが1個付きます。 ※センター内での使用時に限る 

印  刷  機 
大判印刷： 

ポスター・横断幕など 

例：横断幕1m600円 

 単位 料金 備考 

マスター代 1枚 \40 
用紙は持ち込み 

インキ代 50枚 \20 

 

○一般 
コピー機 パソコン印刷（インクジェット） 

単 位 料金 備考 内容 料金 備考 

1枚 \10 モノクロ A3まで モノクロ1枚 \  10 普通紙 

1枚 \80 カラー A3 カラー1枚 \  40 普通紙 

1枚 \50 カラー B4まで 写真1枚 \100 用紙持ち込み 

電話＆ファクシミリ 

機器の名称 内容 時間 料金  

電  話 

＆ファクシミリ 

市内あて通信 180秒あたり \10  

市外あて通信 45秒あたり \40  

コピー用紙 ラミネート加工 

用 紙 料 金 基本料金設定  100枚からのご注文 

A4：500枚入り \400 A4サイズ1枚あたり \100 

A3：500枚入り \750 ※内容や加工の有無など、ご注文により料金が 

変わってきます。要相談。 B4:：650枚入り \650 

な ん で も 相 談 

時 間 料 金 内 容 

30分 無料 市民活動に関する相談を受け付けます。 

○その他、お気軽におたずねください。 

いせ市民活動センター TEL 0596-20-4385 

 



 

いせ市民活動センター 北館 

いせシティプラザ 利用料金案内 
○一般企業・市民活動団体・個人の活動･交流の場としてお使いください。  

 

○会場利用料金 

使用区分／ 
時間区分 

午前 午後 夜間 全日 時間外又は 
超過料金 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時 1時間あたり 

多目的ホール(2階) ￥7,550 ￥10,240 ￥12,940 \29,130 ￥2,690 

A 室 ￥1,710 ￥2,360 ￥2,360 ￥6,470 ￥630 

B 室 ￥850 ￥1,180 ￥1,180 ￥3,230 ￥310 

ホール（1階） ￥3,230 ￥4,850 ￥4,850 \12,940 ￥1,280 

○冷暖房設備利用料金 

区 分 多目的ホール(2階） A室 B室 ホール（1階） 

冷暖房（1時間当たり） ￥1,610 ￥750 ￥530 ￥1,280 

○付属設備機器利用料金 

付属設器具の名称 1回につき 料金 備考 

ピアノ（セミコンサート） 1台 ￥2,470 調律は含まず・2F多目的ホールのみ 

ピンスポット 1台 ￥1,710 １ｋｗ可動型 

舞台照明 1式 ￥3,230 1Fホールは利用料金に含む 

サスペンションライト 1台 ￥530 2F多目的ホールのみ、シーリングライト用 

コンセント 1口 ￥210 持込機器１ｋｗにつき 

拡声装置 1式 ￥1,070 マイク1本を含む 

マイク 1本 ￥630 マイク2本目から 

カセットデッキ 1台 ￥750 1Fホール・2F多目的ホールのみ 

太鼓 1個 ￥530 両面太鼓1個・片面直置き2個 

三味線 １棹 ￥530 ２棹有 

プロジェクタ 1台 ￥3,230 パソコン等接続できます 

ＯＨＰ 1式 ￥1,070  

CD/DVDプレーヤー 1台 ￥520 プロジェクタ使用時はプロジェクタの料金 

レコードプレーヤー 1台 ￥530  

スライド映写機 １式 ￥1,070  

映写機 １式 ￥1,070  

長机 脚 ￥100 多目的ホール(2階)ホール使用時は無料 

椅子 脚 ￥30 多目的ホール(2階)ホール使用時は無料 

展示パネル 枚 ￥210  

LAN（有線） 口 ￥200 2F多目的ホール・A室B室のみ 

※備考：付属設備機器は、午前・午後・夜間で各1回分、全日でのご利用は3回分の料金となります。 
※横断幕・立て看板などの、大型印刷もできます。 

※多目的ホール(2階)：収容人数約３00名 会議室A：約20名 会議室B：約12名 1Fホール：約200名 

い せ 市 民 活 動 セ ン タ ー 
伊勢市岩渕1-2-29 TEL 0596-20-4385 

 


