
       　  ※１　目的外利用について

　　①  不特定多数の人を対象とし営業活動をしている場合

　　② 即売会・展示会・商談会・見本市等を実施する場合

　　③ ビラ・チラシ・DM等の広告宣伝をしている場合

　　　　　上記①～③の何れかに該当する場合は、上記料金の３倍を適用いたします。

　　　　　申込の時に使用目的等正確に伝えてください。詳細については、個別に調整いたします。

　　　　　※２　受付開始日について

　　　　　総合展示場

　　　　全面利用 　　連続する２日以上利用 使用開始日の１年前から

　　平日の１日利用 使用開始日の半年前から

　　土曜・日曜・祝祭日のみ1日利用 使用開始日の３月前から

　　　　部分利用 　　連続する２日以上 使用開始日の半年前から

　　平日の１日利用 使用開始日の３月前から

　　土曜・日曜・祝祭日のみ1日利用 使用開始日の２月前から

　　　　　会議室・研修室

総合展示場との一体利用 総合展示場に準じる

上記以外 使用開始日の３月前から

(公財）久留米地域地場産業振興センター

〒８３９－０８０９　久留米市東合川五丁目８番５号

TEL　０９４２－４４－３７００　FAX　０９４２－４３－１０２０

会議室等 ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ご利用人数の制限を実施しております

１ 時 間 広さ 利用可能
午 前 午 後 １ 日 夜 間 延 長 （㎡） 人員（人）
９～１２ １３～１７ ９～１７ １８～２０ 【ｺﾛﾅ対策】

(税抜) 3,200 4,300 7,500 2,800 3,100
(税込) (3,520) (4,730) (8,250) (3,080) (3,410)
(税抜) 4,000 5,300 9,300 3,450 3,300
(税込) (4,400) (5,830) (10,230) (3,795) (3,630)
(税抜) 1,500 2,000 3,500 1,000 500
(税込) (1,650) (2,200) (3,850) (1,100) (550)
(税抜) 4,600 6,100 10,700 3,950 3,500
(税込) (5,060) (6,710) (11,770) (4,345) (3,850)
(税抜) 5,700 7,700 13,400 5,000 3,900
(税込) (6,270) (8,470) (14,740) (5,500) (4,290)
(税抜) 2,500 3,500 6,000 1,750 900
(税込) (2,750) (3,850) (6,600) (1,925) (990)
(税抜) 2,000 2,700 4,700 1,750 2,700
(税込) (2,200) (2,970) (5,170) (1,925) (2,970)
(税抜) 2,600 3,400 6,000 2,250 2,900
(税込) (2,860) (3,740) (6,600) (2,475) (3,190)
(税抜) 1,200 1,500 2,700 750 400
(税込) (1,320) (1,650) (2,970) (825) (440)
(税抜) 2,800 3,700 6,500 2,400 2,900
(税込) (3,080) (4,070) (7,150) (2,640) (3,190)
(税抜) 3,500 4,600 8,100 3,000 3,200
(税込) (3,850) (5,060) (8,910) (3,300) (3,520)
(税抜) 1,700 2,300 4,000 1,150 600
(税込) (1,870) (2,530) (4,400) (1,265) (660)
(税抜) 2,200 2,900 5,100 1,900 2,700
(税込) (2,420) (3,190) (5,610) (2,090) (2,970)
(税抜) 2,700 3,600 6,300 2,350 2,900
(税込) (2,970) (3,960) (6,930) (2,585) (3,190)
(税抜) 1,300 1,700 3,000 850 500
(税込) (1,430) (1,870) (3,300) (935) (550)
(税抜) 6,500 8,600 15,100 5,600 4,200
(税込) (7,150) (9,460) (16,610) (6,160) (4,620)
(税抜) 8,100 10,800 18,900 7,000 4,700
(税込) (8,910) (11,880) (20,790) (7,700) (5,170)
(税抜) 3,600 4,900 8,500 2,450 1,300
(税込) (3,960) (5,390) (9,350) (2,695) (1,430)
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