
【レストラン「アゼリア」営業案内】

【研修室料金】

1 【ご宴会】※予約制 11：30～21：00　※2時間制

2

2

2

2

2

1

1

1

1
※ご利用の際はご予約時にお申し付けください。

【宿泊料金】 チェックイン/15：00～22：00　　　チェックアウト/7：30～10：00 ※チェックイン・チェックアウトが時間外の場合はご相談ください。

●会場ご案内

●会議室ケータリングメニュー

●付帯設備 ●娯楽備品 ●外注備品

/枚

/台

/台

●備品

/双

/双

/枚

/台

/台

/卓

/卓

/脚

/台 ●その他 ※ケータリングメニューは会議室までお届け致します。お届け時間をご指定ください。

/台 ※御弁当以外の品目は当日のご注文可　(ご注文数によってはご用意出来ない/ご用意にお時間がかかる場合がございますので事前のご予約をおすすめ致します。)

●会議室設備 /枚

◆の品目は富士ホールのみ利用可能 ※1階フロントにて承ります。

 

【駐車場】　地上・地下　約50台 https://mokuseikaikan.jp
※先行予約のキャンセル料は別途規定あり

【予約受付期間】通常予約と先行予約あわせ最大1年間分　※毎月1日に対象月１ヵ月分のご予約受付可
【通常予約】会議室・宿泊室…3ヶ月先まで　体育館…2ヶ月先まで（抽選申込み後）　　※キャンセル料…料金表右下記載

【先行予約】4ヶ月先～12ヶ月先まで　事前にご予約の上、先行予約申込書の提出必須　※キャンセル料…先行予約申込書に記載

　　　　　　　 ※先行予約期間のご予約はご利用の内容・規模によって受付可(詳しくはお問い合わせください)
【ご予約方法】会議室…フロント、電話、当館ホームページ(通常予約期間のみ)　　　　体育館…フロント、電話
　　　　　　　　　宿泊室…フロント、電話、当館ホームページ、楽天トラベル  、じゃらん        ご飲食…フロント、電話

宿泊室 前日 20% / 当日 100％

飲食物 前日 30% / 当日 100％
【 ＨＰ 】
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静岡県職員会館　もくせい会館

キャンセル料(通常予約)

マグネット 無料 水差しセット(ﾍﾟｯﾄ水・おしぼり・ｺｯﾌﾟ・ｺｰｽﾀｰ) 350
会議室・体育館 利用日の6日前 30% / 当日 100％

〒420-0839　静岡県静岡市葵区鷹匠3-6-1
TEL：054-245-1595　　ＦＡＸ：054-245-1669
電話受付時間　9：00～21：00

富士ホール音響装置一式
※富士ﾎｰﾙ全体のｽﾋﾟｰｶｰから音を出す場合使用料発生
※ＣＤデッキ・ＰＣ接続・ＤＶＤからお選びください

3,300
ホワイトボードマーカー 無料 机たれ(A3サイズ)

第５会議室ﾏｲｸ設備※ﾜｲﾔﾚｽ×2、有線×1 1,100 表彰盆・名刺盆　※各3枚まで 無料 ＦＡＸ送信(国内) 50 　 

7,000

　ご 利 用 料 金 表 (税込)　【一般向け】

パーテーション 550 コピー/ファックス受信料金(モノクロ) 20

品　目 料金 (円/税込) 壁掛け時計(大・小)　※各1台 無料 コピー料金(カラー) 80

ホワイトボード(追加) 1,100 品　目 料金 (円/税込)

各500ml
※常温または冷蔵でのご提供

持込料
(★印の品目を持込の場合は持込料が発生します)
※★印以外の持込機材は電源使用料として
　 持込料が発生する場合がございます。

550

イス(追加)
※数に限りがございますのでご相談下さい

60 ミネラルウォーター

机(追加)
※数に限りがございますのでご相談下さい

550

ポットでのご提供　　10杯目安/本　　紙コップ

プロジェクター持込料
※第3・4会議室・和室

以外はｽｸﾘｰﾝ付 550 ◆円卓(大)　　(クロス別)　※16台まで 1,100 ※外注となりますので10日前までにはご注文ください。
※第1会議室の吊看板はｽｸﾘｰﾝの後ろに設置となります。
　 プロジェクターご利用の場合は看板が隠れます。

ペットボトル
緑茶

110

550 ◆円卓(小)　　(クロス別)　※10台まで 1,100 松盆栽 お問い合わせ下さい 緑茶（ﾎｯﾄ）

1,100

ピッチャーでのご提供
10杯目安/本
紙コップ手元ライト 550 ◆舞台(高)　横120×奥行240×高60ｃｍ 1,100 盛花・花束 ご予算により

標準　横560×縦2000

ウーロン茶（ｱｲｽ）

ＰＣ外付けスピーカー

12,100 紅茶（ﾎｯﾄ又はｱｲｽ）

レーザーポインター 550 小ステージ　横180×奥行90×高20ｃｍ 1,100   大 　横900×縦2000 14,300 オレンジジュース

ソフトドリンク オレンジジュース、ウーロン茶、ジンジャーエール　他

★移動式マイク　※ﾜｲﾔﾚｽ×2、有線×1 1,100 金屏風(小)　高180ｃｍ 2,200   大 　横1800×縦900 13,750

ポット
サービス

移動式スクリーン(大/小) 550 ◆金屏風(大)　高235ｃｍ 5,500
式次第

標準　横1400×縦900

コーヒー（ﾎｯﾄ又はｱｲｽ）
2,200

ポットまたはピッチャーでのご提供
10杯目安/本
紙コップピンマイク

※富士・第1・第5のみ使用可
※ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1本使用不可 1,100 クロス 400

たれ書き

★テレビモニター(ＤＶＤ付) 2,200
立て看板

標準　横900×縦1800 15,400
カップ

サービス

★ＯＨＰ 【ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ】(スクリーン込) 2,200 囲碁(足付[高]) 14台 / 将棋(足付[高]) 9台 550 第1会議室用 　　　横3600×縦600

コーヒー（ﾎｯﾄ又はｱｲｽ）

370★ＣＤ・カセットデッキ 1,100 品　目 料金 (円/税込)   大 　横900×縦2700 22,000 紅茶（ﾎｯﾄ又はｱｲｽ）

13,000
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吊看板
富士ﾎｰﾙ用

標準　横5400×縦600 34,100
松花堂弁当

御弁当

研修弁当
800

26,950 汁椀 (オプション) 200

1名 ベット×1

割箸、紙おしぼり、温かいお茶(ポット)、紙コップ付き
※温かいお茶不要の場合はお申し付け下さい。
※数量次第では簡易容器での提供をさせていただきます。

品　目 料金 (円/税込) 品　目 料金 (円/税込) 品　目 料金 (円/税込)

2 21

品　目 料金 (円/税込) 備　考

1,500

囲碁(足付)[低]) 5台 / 将棋(足付[低]) 6台 330   大 　横5400×縦900 45,100 2,000～

1,000

★液晶プロジェクター(スクリーン込)
※ＰＣ接続・ＤＶＤからお選びください
※15ピンコード・ＤＶＤはご用意いたします

3,300
囲碁(板盤) 15枚 / 将棋(板盤) 8枚

着席　60～120名 円卓、イス、マイク、プロジェクター、スクリーン
※ブッフェ形式(立食・着席)でのご提供とさせていただきます。

ツインルーム
(トリプルルーム)

6 6,400 2～3名 ベット×3 3

シ
ン
グ
ル

ダブルルーム
(ダブルベット140cm幅)

6
7,000 1名

(2名)

ベット×1
※ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄ

対応可

シングルルーム
(パソコン有)

6

29

4 21

備考

門限24：00
小人(小学生まで【12才まで】)の宿泊料は左記の料金の半額となります。
未就学児は無料(寝具ご利用の場合は小人料金となります。)
定員に満たない場合でのご利用は割増料金が発生いたします。

立食　70～200名

(6,400) ※無料備品・・・マイク、ＣＤデッキ(ＢＧＭ)、ビンゴ(ビンゴカードはお客様でご用意ください)、受付用の机・イス
※有料備品・・・プロジェクター[スクリーン付](ＰＣ接続、ＤＶＤ、ビデオよりお選びください)

和室 6 7,000 2～3名 布団×3 2

食事(団体様)
※事前予約制

【朝食】別途1100円でレストランアゼリアにてビュッフェをご用意いたします。
【夕食】別途1100円または2200円で定食をご用意いたします。
※20名様以上の団体様に限る

富士ホール( 300 ㎡)

会場名 収容人数 備　考

アゼリア
着席最大　60名

テーブル、イス、マイク、プロジェクター、スクリーン

31 朝食
宿泊者の方は1階ロビーにて無料朝食(軽食)を用意しておりますので
ご利用ください。【ご利用時間　7：30～9：30】

立食　20～70名

和室（24畳/48畳/72畳） 着席最大　60名 座卓、座布団、マイク、プロジェクター、スクリーン

特別室
(和洋室)

6 7,000 4～7名
ベット×3

ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄ×1
布団×3

1

設備 ＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉ、ＴＶ、ドライヤー、電気湯沸し器、冷蔵庫、金庫
(1名様あたり) ( 名 ) ( 室 ) ( ㎡ )

57 アメニティ 浴衣、歯ブラシ、タオル、バスタオル、ボディソープ、リンスインシャンプー

ド
リ
ン
ク

ソフトドリンク飲み放題
（2時間制）

800

1面

部屋タイプ 階
料金(円/税込) 定員 部屋数 面積

卓球 220/台 9台
1,650 1,650 2,200 3,620

バトミントン/インディアカ 220/面

面積
定員

ご　利　用　料　金　(円/税込) 体育館器具使用料 料金(円/税込) 備考

3面

- 1,450 4,800 5,400

( ㎡ ) 9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 17：00～19：00 19：00～21：00 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ/ﾊﾞｽｹｯﾄ/ｿﾌﾄﾃﾆｽ 550/面

-伊豆 24畳

単品ドリンク メニューにより施設名 階

アルコール飲み放題
（2時間制）

1,500

-

-5,400 10,200 10,800 15,600 机・座布団 -

体育館
※男女更衣室有り

1 450 - 1,650 1,100

三保 24畳 - 1,450 4,800 5,400 5,400 10,200

-6,600 6,600 12,700 13,200 19,300 机・座布団

10,800 15,600 机・座布団 -

机・座布団 - - - -

浜名 48畳 - 1,650 6,100

10,900 12,000 12,000 22,900 24,000 34,900

- - -

ご予約ランチ
(11：30～14：30　※2時間制)

1,500

- - 2 卓盛料理プラン(着席)
アルコール飲み放題付(2時間)

4,000～

和
室

浜名・三保 72畳 - 3,100

10,250 19,900 20,500 30,150 20/60 1第5会議室 98 60 2,600 9,650 10,250

第4会議室 35 20 2,150 6,600 7,850 7,850

- -7,850 7,850 14,450 15,700 22,300 11/21

14,450 15,700 22,300 11/21 - -

第3会議室 35 20

2 1名様あたり30,150 20/60

2,150 6,600

10,250 10,250 19,900 20,500
プ　ラ　ン

料　金　(円/税込)

4,000～
- 1

お
　
料
　
理

ビュッフェプラン(立食/着席)
アルコール飲み放題付(2時間)- 1

-

会席料理プラン(着席)
アルコール飲み放題付(2時間)

5,000～
-

-

43,500 62,250 40/120 1 1 2/2

1 - -

300 210 7,500 23,550 29,650 29,650

第2会議室 90 60 2,600 9,650

施設名 階
面積 定員

(学校形式)

ご　利　用　料　金　(円/税込)

終日

4/2 2

第1会議室 200 120 5,450 18,750 21,750 21,750 40,500

53,200 59,300 82,850 70/300 1 1

2

富士ホール

司会台
9：00～17：00 13：00～21：00 9：00～21：00( ㎡ ) ( 名 ) 8：00～9：00 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：00

令和元年１０月１日～

営業時間 料金(円/税込) 備　考

前延長料金 午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 14：00～17：30(L.O17：00) メニューにより 各種デザートご用意しております

11：30～14：00 メニューにより 日替わりランチ（平日）800円　他

マイク
(ﾜｲﾔﾚｽ/有

線)

ホワイト
ボード

喫　　茶

昼　　食常　設　備　品　(利用料金に含む)

机/イス 演台

ビュッフェ形式
立食最大200名、着席最大120名

お料理のみは３５００円よりご予算に応じてご用意いたします。

ビール(中瓶)、日本酒、焼酎(麦・芋)、ウイスキー、ワイン(赤・白)、
ノンアルコールビール、ソフトドリンク(小瓶)

お食事、デザート、お飲物(コーヒー or 紅茶)付き
キッズプレートあります。※詳しくはお問い合わせ下さい。

4～6名様で一皿のお料理をご提供いたします。

ビール(中瓶)、日本酒、焼酎(麦・芋)、ウイスキー、ワイン(赤・白)、梅酒、
ノンアルコールビール、ウーロン茶、オレンジジュース
飲み放題30分延長500円(21時以降の延長は不可)

オレンジ、リンゴ、ウーロン茶、コーラ、コーヒー(HOT・ICE)、紅茶

備　考
人　数

※人数の基準は目安の為ご相談ください

20名様以上200名様まで

昼　10名様以上60名様まで
夜　20名様以上60名様まで

昼　10名様以上60名様まで
夜　20名様以上60名様まで

6名様～30名様まで

-

-

-


