
津山文化センター料金表（令和元年１１月１日）
大ホール利用 津山文化センター条例 別表第1

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼夜間 全　日 前入、延長
9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 9:00～17:00 13:00-22:00 9:00-22:00 (1h)

平日 ¥13,970 ¥27,720 ¥37,530 ¥39,840 ¥58,210 ¥67,790

準備・リハ ¥4,191 ¥8,316 ¥11,259 ¥11,952 ¥17,463 ¥20,337

土日祝 ¥17,670 ¥33,840 ¥45,390 ¥48,970 ¥71,720 ¥82,460

準備・リハ ¥5,301 ¥10,152 ¥13,617 ¥14,691 ¥21,516 ¥24,738

平日 ¥18,240 ¥36,030 ¥48,740 ¥51,850 ¥75,880 ¥88,120

準備・リハ ¥5,472 ¥10,809 ¥14,622 ¥15,555 ¥22,764 ¥26,436

土日祝 ¥25,290 ¥48,270 ¥65,020 ¥69,990 ¥102,560 ¥117,920

準備・リハ ¥7,587 ¥14,481 ¥19,506 ¥20,997 ¥30,768 ¥35,376

平日 ¥27,950 ¥55,440 ¥75,070 ¥79,690 ¥116,420 ¥135,590

準備・リハ ¥8,385 ¥16,632 ¥22,521 ¥23,907 ¥34,926 ¥40,677

土日祝 ¥35,340 ¥67,680 ¥90,780 ¥97,940 ¥143,450 ¥164,930

準備・リハ ¥10,602 ¥20,304 ¥27,234 ¥29,382 ¥43,035 ¥49,479

営利、非営利、平日、土日関係なく

減免の対象にもならない

冷暖房に関しては津山文化センター条例 別表第4から

津山文化センター条例　別表第2,第3から

午前 午後 夜間 　 午前 午後 夜間

9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00 9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-22:00

冷暖房に関しては津山文化センター条例 別表第4から

主催者準備室 ¥280 ¥420 ¥140

楽屋３ ¥280 ¥420 ¥140

浴室（２室）
\930/1回 \1,395/1回

楽屋１ ¥160 ¥240 ¥80

楽屋２ ¥150 ¥225 ¥75

¥340

南エントランス ¥570 ¥740 ¥2,030 ¥285

（無料～100円未満） （入場料100円以上） （営利目的）

ホワイエ ¥680 ¥890 ¥2,430

　　　　　 前項の金額。以下、この項及び事項において同じ）の２０％の金額を「加算」します。ただし、午前九時以前および午後１０時以降の利用

　　　　 　に係る加算金については、１時間につき一律11,550円とします。この場合、３０分以上は１時間とします。

（５）　津山市民以外の者が利用する場合は、この表の金額及び前２項の加算金の３０％増しの金額を加算します。

（６）　加算金に１円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた金額とします。

大ホール （付帯設備）
非営利(1h) 非営利　(1h) 営利(/1h)

冷暖房(/1h)

（１）　この表の金額は客席、舞台、ホワイエ、南エントランス、楽屋、浴室、主催者準備室の利用分を含みます。 大ホール冷暖房装置(1hあたり）

（２）　この表による金額の算定は、実際に利用した時間に係る利用時間区分欄の金額を基礎とします。
¥6,930

（３）　舞台練習等により舞台のみを利用するときの金額は、この表の金額の30％の利用料金とします。

（４）　申込時間を超えるか、繰り上げて利用するときは、超過または繰り上げ時間１時間につき、この表の金額（舞台のみを利用するときは、

施 設 名 利 用 区 分

利 用 時 間

大ホール

入場無料

¥11,550整理費徴収

入場料徴収



津山文化センター料金表（令和元年１１月１日）

津山文化センター条例 別表第2から 津山文化センター条例 別表第2から 津山文化センター条例 別表第2から

市内 市外 市内 市外 市内 市外

屋外のため、冷暖房設備なし

営利、非営利、平日、土日関係なく 営利、非営利、平日、土日関係なく

市内外関係なし。減免の対象にもならない 市内外関係なし。減免の対象にもならない

冷暖房に関しては津山文化センター条例 別表第4から 冷暖房に関しては津山文化センター条例 別表第4から

津山文化センター条例 別表第3から

冷暖房

2F 第1会議室 ¥335

2F 中会議室 ¥575

3F 第2会議室 ¥195

3F 第3会議室 ¥195

3F 第4会議室 ¥195

3F 第5会議室 ¥210

3F 大会議室 ¥1,105

3F 第1和室 ¥290

3F 第2和室 ¥280

2F レッスン室 ¥400

2F 市民サロン ¥200 冷暖房に関しては津山文化センター条例 別表第4から

¥630

¥3,315

¥870

¥840

¥1,200

¥600

¥2,210

¥580

¥560

¥800

¥400

¥420

¥1,005

¥1,725

¥585

¥585

¥585

¥670

¥1,150

¥390

¥390

¥390

会議室等
非営利 営　利

1時間あたり

冷暖房装置(1hあたり） 冷暖房装置(1hあたり）

¥970 ¥285

営利　(1h)

¥2,050 ¥2,665商品展示、営利営業の宣

伝、その他これに類する目的

商品展示、営利営業の宣

伝、その他これに類する目的

商品展示、営利営業の宣

伝、その他これに類する目的

営利　(1h)

¥4,930 ¥6,409

営利　(1h)

¥2,150 ¥2,795

¥1,027
非営利　(1h)

¥750 ¥975
（１００円以上の入場料） （１００円以上の入場料） （１００円以上の入場料）

非営利　(1h)

¥1,800 ¥2,340
非営利　(1h)

¥790

¥780
非営利　(1h)

¥570 ¥741
（１００円未満の入場料） （１００円未満の入場料） （１００円未満の入場料）

非営利　(1h)

¥1,370 ¥1,781
非営利　(1h)

¥600

展示・リハーサル室
1時間あたり

2F屋外テラス
1時間あたり

3Fアートライブラリー
1時間あたり


