
電気学会委員会向け　名古屋駅・伏見駅・栄駅周辺貸会議室一覧 2022年12月9日

会議室名 最寄り駅 最大収容人数 料金（税込） 料金支払い方法 URL 備品

小会議室A　スクール形式54名（8室）

※利用者自身でロの字にレイアウト変更

可（要原状復帰）

平日9:00～12:00　8,700円

平日13:00～17:00　11,700円

小会議室B　スクール形式48名（4室）

※利用者自身でロの字にレイアウト変更

可（要原状復帰）

平日9:00～12:00　8,100円

平日13:00～17:00　10,700円

小会議室C　スクール形式42名（13室）

※利用者自身でロの字にレイアウト変更

可（要原状復帰）

平日9:00～12:00　6,800円

平日13:00～17:00　9,100円

俺の会議室 名古屋

※予約の際アカウント登録が必要

「名古屋駅」太閤口より

徒歩5分

「名古屋駅」エスカ地下

街E1出口から徒歩3分

ロの字18名 平日1,210円/h
前払い：クレジット決済

後払い：請求書払い

https://www.spacee.jp/listi

ngs/12546

【無料】インターネット（Wi-Fi／

光回線 ），プロジェクター，スク

リーン，ホワイトボード

第1会議室（設営付き）　ロの字12名 定価:3,300円/h＋設営費3,300円

第2会議室（設営付き）　ロの字30名 定価:5,280円/h＋設営費5,280円

第1会議室（設営付き）　ロの字18名 4,510円/h＋設営費4,510円

第4会議室（設営付き）　ロの字24名 5,940円/h＋設営費5,940円

第5会議室（設営付き）　ロの字30名 6,600円/h＋設営費6,600円

第6会議室（設営付き）　ロの字18名 4,510円/h＋設営費4,510円

日本会議室　ユニモール桜名古屋駅前店
「名古屋駅」桜通口より

徒歩約4分
第2会議室　ロの字26名 9:00～18:00　4,730円/h

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=9

【無料】ホワイトボード，延長コー

ド1本

【有料】プロジェクター（¥

6,900），延長コード追加（¥600～

¥1,600）

名

古

屋

駅

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=5

【無料】ホワイトボード，インター

ネット（Wi-Fi・有線／光回線），

延長コード1本

【有料】WEB会議用マイクスピー

カー（¥3,000），延長コード追加

（¥600～¥1,600）

ウインクあいち

※来館またはFAX，郵送，オンライン予約

※オンライン予約の場合は利用者登録（無

料）が必要

※電話申し込み不可

「名古屋駅」桜通口より

徒歩5分

前払い

振込または来館の上現金払

い

https://www.winc-aichi.jp/

【無料】インターネット（有線

〔LANケーブル要持ち込み〕・無

線）

【有料】プロジェクター（1,980

円），スクリーン（1,980円）

日本会議室　名駅モリシタ名古屋駅東口店
「名古屋駅」桜通口より

徒歩約5分

前払い

振込またはクレジット決済

日本会議室　名古屋駅前店
「名古屋駅」桜通口より

徒歩約5分

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=109

【無料】インターネット（Wi-Fi・

有線），ホワイトボード，延長コー

ド1本

【有料】WEB会議用マイクスピー

カー（¥3,000），プロジェクター

（¥5,000～¥6,900），TVモニター

50インチ（第1会議室のみ・¥

2,500），スクリーン（第2会議室

のみ・¥5,100），延長コード追加

（¥600～¥1,600）

※この一覧の内容は2022年12月9日時点のものです。料金等の最新情報を各会議室HPでご確認の上，利用をお申込みください。

※技術委員会，専門委員会の会議室代は1開催あたり上限20,000円程度でお願い申し上げます。また，立替金が発生した場合，令和4年度内に清算を完了する必要がありますので，速やかに事務局の各部門担当にご連絡ください。 1／3
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日本会議室　ラルゴ　名古屋駅前店
「名古屋駅」太閤通口よ

り徒歩5分
38名 平日5,500円/h

前払い

振込のみ

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=239

【無料】インターネット（Wi-

Fi），ホワイトボード，プロジェク

ター，スクリーン

イオンコンパス名古屋笹島会議室
「名古屋駅」桜通口より

徒歩5分
RoomB　ロの字24名 6,050円/h

前払い

振込のみ

http://www.aeoncompass-

kaigishitsu.com/nagoya_sa

sashima/rooms/#fee

【無料】ホワイトボード，インター

ネット，延長コード1本

【有料】プロジェクター

（￥5,500），スクリーン

（￥5,500）

E,F,G,I,M,N,R　ロの字12名 4,500円/h

E+F,F+G,M+N　ロの字18名 6,500円/h

ミーティングルーム9D,9F

18名
6,050円/h　※3時間以上から

ミーティングルーム9G

24名
6,050円/h　※3時間以上から

201,401,501A,702　ロの字20名
2時間18,920円

3時間24,860円

202,402　ロの字12名
2時間14,520円

3時間19,690円

会議室ルームＡ　口の字30名

9:00～17:00　6,490円/h　※4時間以

上から

午前パック（9:00～12:00）19,900円

午後パック（13:00～17:00）24,900円

会議室ルームＥ　口の字18名 3,490円/h　※3時間以上から

日本会議室　錦ハーモニー店

地下鉄東山線・鶴舞線

「伏見駅」10番出口より

徒歩約3分

第1会議室　ロの字18名
9:00～18:00　3,200円/h

18:00～21:00　3,800円/h

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=7

【無料】ホワイトボード ，延長

コード1本

【有料】延長コード追加（¥600～

¥1,600）

第3会議室　ロの字24名 4,400円/h

第4会議室　ロの字24名 4,400円/h

第5会議室　ロの字17名 3,200円/h

第6会議室　ロの字24名 5,400円/h

伏

見

駅

名

古

屋

駅

AP名古屋
「名古屋駅」より徒歩約

5分

前払い

振込のみ

日本会議室　名古屋伏見駅前店

地下鉄東山線・鶴舞線

「伏見駅」6番出口より

徒歩約10秒

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=27

【無料】ホワイトボード，インター

ネット（Wi-Fi・有線），延長コー

ド1本

【有料】プロジェクタ（¥

6,900），スクリーン（¥6,100～¥

7,100），WEB会議用マイクスピー

カー（¥3,000），延長コード追加

（¥600～¥1,600）

TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター
「名古屋駅」広小路口よ

り徒歩5分

名駅セミナーオフィス

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.kashikaigishit

su.net/facilitys/cc-

meitetsu-nagoya-eki/

前払い

振込のみ

https://seminar-

nagoya.com/

【無料】ホワイトボード，延長コー

ド

【有料】インターネット（有線）

￥2,000，インターネット（Wi-Fi）

￥5,000

【無料】プロジェクター，ホワイト

ボード，インターネット（有線・無

線），延長コード

https://www.tc-

forum.co.jp/ap-nagoya/

【無料】インターネット（有線・

WiFi）

【有料】ホワイトボード（1,000

円）

「名古屋駅」桜通口より

5分

※会議室によりアクセス

方法が変わるためHPを

参照

安保ホール
「名古屋駅」桜通口より

徒歩３分

当日利用終了時に現金また

はクレジット決済

http://www.abohall.com/ro

oms/

【無料】インターネット（有線・無

線），ホワイトボード

※この一覧の内容は2022年12月9日時点のものです。料金等の最新情報を各会議室HPでご確認の上，利用をお申込みください。
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日本会議室　ウメムラビル錦中央店

地下鉄桜通線・鶴舞線

「丸の内駅」5番出口よ

り徒歩約3分

地下鉄東山線・鶴舞線

「伏見駅」伏見地下街E

出口より徒歩約5分

第1会議室(設営付きプラン)　ロの字30名
4,000円/h＋設営ｵﾌﾟｼｮﾝ4,000円

※最低2時間より

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=6

【無料】ホワイトボード，インター

ネット（Wi-Fi・有線），延長コー

ド1本

【有料】プロジェクター（¥

4,500），スクリーン（¥3,000），

延長コード追加（¥600～¥1,600）

4A　ロの字12名 平日4,400円/h

6A　ロの字30名 平日5,500円/h

C室　ロの字36名
9:00～12:00　19,800円

13:00～17:00　26,400円

D室　ロの字18名
9:00～12:00　9,900円

13:00～17:00　13,200円

栄

駅
日本会議室　栄駅チカ　栄駅前店

地下鉄東山線・名城線

「栄駅」12番出口より徒

歩3分

ロの字20名 平日3,300円/h
前払い

振込のみ

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=243

【無料】インターネット（Wi-

Fi），ホワイトボード，プロジェク

ター，スクリーン

伏

見

駅

日本会議室　名古屋サンスカイルーム店

地下鉄東山線・鶴舞線

「伏見駅」8番出口より

徒歩3分

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=456

【有料】インターネット（有線・

Wi-Fi）（¥3,300），ホワイトボー

ド（¥1,100）

日本会議室　スタジオフィックス名古屋栄伏

見店

地下鉄東山線・鶴舞線

「伏見駅」5番出口より

徒歩約3分

前払い

振込またはクレジット決済

https://www.nipponkaigish

itsu.com/detail/?id=112

【無料】ホワイトボード，プロジェ

クター，インターネット（Wi-Fi）

【有料】プロジェクター・スクリー

ンセット（¥3,300）

※この一覧の内容は2022年12月9日時点のものです。料金等の最新情報を各会議室HPでご確認の上，利用をお申込みください。

※技術委員会，専門委員会の会議室代は1開催あたり上限20,000円程度でお願い申し上げます。また，立替金が発生した場合，令和4年度内に清算を完了する必要がありますので，速やかに事務局の各部門担当にご連絡ください。 3／3
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