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利 用 日 月曜日～日曜日（祝祭日含む）

※但し、本所が定める期間の他、設備の保守・点検等のため、臨時に休業となり、ご利用頂けない日があります。

詳しくはお問合せください。

利用時間 9:00～21:00

備品等使用料（税込）

マイク…1,100 円 プロジェクター…11,000 円 コンセント…550 円 延長コード…550 円

受 付 お申込みは使用希望日の６ヶ月前より受付いたします。
尚、本施設は東大阪商工会議所施設の為、本所での利用を優先させて頂く場合がございますので、ご了承く

ださい。

問合せ・受付時間：平日 9:00～17:30

ご利用上の注意
●飲食物が必要な場合は、会館内の飲料自販機及びケータリング（紹介）をご利用ください。ゴミ等は必ずお持

ち帰りください。

●必ず会館貸会議室使用要領をご覧ください。（要領は当所ホームページに掲載しております）

●本所駐車場の台数には限りがございます。予めご了承くだ

さい。尚、ご迷惑となりますので、近隣の商業施設等への駐

車はご遠慮ください。

近鉄・JR 河内永和駅下車東へ徒歩すぐ

所 在 地：本館 東大阪市永和2-1-1
別館 東大阪市永和2-8-28

貸会議室のご案内
本所では、最大２４０名収容可能な大会議室から１８名までの会議室

をご用意しております。セミナーや社員研修会など、多様な用途に応じ

てご利用頂けます。 近鉄・JR河内永和駅下車、徒歩すぐでアクセスは抜

群！ぜひご活用ください。

貸会議室ご利用について

《お問い合わせ先》 東大阪商工会議所 総務部
TEL.06-6722-1151 FAX.06-6725-3611

アクセス

大会議室１＋２ 大会議室１ 大会議室２

中会議室１＋２ 中会議室１ 中会議室２

（ ）内は冷・暖房費を含む料金となります。

●土日祝使用は各基本料金の 5 割増となります。
●冷・暖房費…冷房 6 月～9 月、暖房 12 月～3 月の期間は冷暖房費を含む料金となります

※ 別館は近鉄・JR 河内永和駅下車南へ徒歩 5 分。別館会議室には音響設備はございません。

会場使用料金表 （税込・単位：円）

広さや用途で選べる会議室

キャンセル料 使用日の 4 日前～7 日前の取り消し 使用料金の 10％

使用日の前日～3 日前の取り消し 使用料金の 50％

使用日の当日の取り消し 使用料金の 100％

東大阪商工会議所

東大阪商工会議所本所本館

東大阪商工会議所本所別館

会員/
非会員

午前 
9:00～12:00

午後 
13:00～17:00

夜間 
18:00～21:00

全日 
9:00～21:00

本館
４階

大会議室1・2 
（240名）395.91㎡

会　員 24,630 （29,560） 32,840 （39,410） 32,840 （39,410） 90,300 （108,360）
非会員 49,260 （59,120） 65,680 （78,820） 65,680 （78,820） 180,600 （216,720）

大会議室１ 
（132名）253.02㎡

会　員 15,740 （18,890） 20,990 （25,190） 20,990 （25,190） 57,710 （69,250）
非会員 31,480 （37,780） 41,980 （50,380） 41,980 （50,380） 115,420 （138,500）

大会議室２ 
（72名）142.89㎡

会　員 8,890 （10,670） 11,850 （14,220） 11,850 （14,220） 32,590 （39,100）
非会員 17,780 （21,340） 23,700 （28,440） 23,700 （28,440） 65,180 （78,200）

中会議室１・２ 
（36名）92.44㎡

会　員 5,750 （6,910） 7,670 （9,200） 7,670 （9,200） 21,090 （25,300）
非会員 11,500 （13,820） 15,340 （18,400） 15,340 （18,400） 42,180 （50,600）

中会議室１ 
（18名）46.22㎡

会　員 2,870 （3,440） 3,840 （4,610） 3,840 （4,610） 10,540 （12,650）
非会員 5,740 （6,880） 7,680 （9,220） 7,680 （9,220） 21,080 （25,300）

中会議室２ 
（１８名）46.22㎡

会　員 2,870 （3,440） 3,840 （4,610） 3,840 （4,610） 10,540 （12,650）
非会員 5,740 （6,880） 7,680 （9,220） 7,680 （9,220） 21,080 （25,300）

別館
２階

203 
（24名）64.56㎡

※

会　員 4,000 （4,800） 5,300 （6,360） 5,300 （6,360） 14,700 （17,640）
非会員 8,000 （9,600） 10,600 （12,720） 10,600 （12,720） 29,400 （35,280）
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