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貸しスタジオ料金規定 
 

平成 27年 9月 26 日改定 

 
 

【改定内容】 

１． リニューアルにともない各部屋の呼称を変更しました。 

２． ４階のスタジオ料金システムを変更しました。 

 

 

 

  

※ 当日のご利用料が ￥２，０００ 以上のお客様には、ＢＳモータープールの駐車サービス券（３０分）を発行します 

〒567-0816  
大阪府茨木市永代町 6-19  
近藤ビル 401号 
 
Tel : 072-624-8080 
Fax : 072-657-9977 

 

◆ 営業時間 

9:30～21:30   

但し、水曜 22:30迄、日曜 18:00迄 

◆ 予約受付 

10:00～18:00 

◆ 定休日 

月曜・祝祭日 



 

アイディア音楽センター 貸しスタジオ料金規定  (2/4) 

貸しスタジオ料金規定 

音楽会場（小ホール） 〔防音室 約１７㎡〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 個人（入室人数１名の場合） ※但し、小学生以下のご利用者の付き添いは人数に含みません 

内訳 会員様 非会員様 

会員条件 前払ポイントをご購入下さい 

（有効期限：ご購入日から一年） 

53 ポイント ￥５，０００ 108 ポイント ￥１０，０００ 

 

基本料金 ８ポイント／６０分 (平日 9:30～18:00) 

８ポイント／４５分 (その他の営業時間) 

￥１,０００／６０分 (平日 9:30～18:00) 

￥１,０００／４５分 (その他の営業時間) 

追加料金 ２ポイント／１５分 (全営業時間) ￥２５０／１５分 (全営業時間) 

■ グループ（入室人数２名以上の場合） 

内訳 会員様 非会員様 

会員条件 前払ポイントをご購入下さい 

（有効期限：ご購入日から一年） 

53 ポイント ￥５，０００ 108 ポイント ￥１０，０００ 

 

基本料金 １６ポイント／６０分 (全営業時間) ￥２,０００／６０分 (全営業時間) 

追加料金 ４ポイント／１５分 (全営業時間) ￥５００／１５分 (全営業時間) 

※ 音楽会場（小ホール）を会員様価格でご利用になる場合は、会員様が最低１名必要です。 

 

■ 音楽会場（小ホール）ご利用規約（個人・グループ共通） 

※ アイディア音楽教室の会員様は、前払ポイントがなくても会員様価格でご利用いただけます。 

音楽教室の会員様で前払ポイントがない場合、１ポイント＝１００円での換算になります。 

※ 準備、後片付けの時間を含みます。お申込時間を過ぎた場合は、料金体系に応じた延長料金を申し受けます。 

※ お申込は、ご利用日の３ヶ月前から先着順にて承ります。 

※ ご予約日時のキャンセル・変更は、ご予約日の１０営業日前までにご連絡下さい。それ以降のキャンセル・変

更は、２営業日前まで半額、前営業日・当日は全額を手数料として申し受けます。 

※ 使用中に建物や設備その他器具などを破損された場合は、その損害を賠償していただきます。 

【付帯設備－基本料金に含まれるもの】 
・ グランドピアノ(YAMAHA G2B) 
・ ギターアンプ、ベースアンプ 
・ 空調 
・ 足台 
・ 譜面立て 
・ 椅子 
 
【付帯設備－有料】 
・ ＰＡシステム・マイクロフォン（\1,000/１回） 
・ ＣＤ／ライン／ＭＤ／カセットコンポ（\300/１回） 
・ メトロノーム（\200/１回） 
・  

 

現在改装中につき 

しばらくお待ちください 

 

２０１７年９月２６日（火） 

リニューアルオープン！ 
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貸しスタジオ料金規定 

防音室 〔防音室 約５．５畳〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 個人（入室人数１名の場合） ※但し、小学生以下のご利用者の付き添いは人数に含みません 

内訳 会員様 非会員様 

会員条件 前払ポイントをご購入下さい 

（有効期限：ご購入日から一年） 
53 ポイント ￥５，０００ 108 ポイント ￥１０，０００ 

 

基本料金 ４ポイント／６０分 (平日 9:30～18:00) 

４ポイント／４５分 (その他の営業時間) 

￥６００／６０分 (平日 9:30～18:00) 

￥６００／４５分 (その他の営業時間) 

追加料金 １ポイント／１５分 (全営業時間) ￥１５０／１５分 (全営業時間) 

■ グループ（入室人数２名以上の場合） 

内訳 会員様 非会員様 

会員条件 前払ポイントをご購入下さい 

（有効期限：ご購入日から一年） 
53 ポイント ￥５，０００ 108 ポイント ￥１０，０００ 

 

基本料金 ８ポイント／６０分 (平日 9:30～18:00) 

８ポイント／４５分 (その他の営業時間) 

￥１，２００／６０分 (平日 9:30～18:00) 

￥１，２００／４５分 (その他の営業時間) 

追加料金 ２ポイント／１５分 (全営業時間) ￥３００／１５分 (全営業時間) 

 

■ 防音室ご利用規約（個人・グループ共通） 

※ アイディア音楽教室の会員様は、前払ポイントがなくても会員様価格でご利用いただけます。 

音楽教室の会員様で前払ポイントがない場合、１ポイント＝１００円での換算になります。 

※ 準備、後片付けの時間を含みます。お申込時間を過ぎた場合は、料金体系に応じた延長料金を申し受けます。 

※ お申込は、ご利用日の１ヶ月前から先着順にて承ります。 

※ ご予約日時のキャンセル・変更は、ご予約日の１０営業日前までにご連絡下さい。それ以降のキャンセル・変

更は、２営業日前まで半額、前営業日・当日は全額を手数料として申し受けます。 

※ 使用中に建物や設備その他器具などを破損された場合は、その損害を賠償していただきます。 

【付帯設備－基本料金に含まれるもの】 
・ アップライトピアノ 
・ 空調 
・ 譜面立て 
・ ギターアンプ、ベースアンプ 
 
【付帯設備－有料】 
・ ＰＡシステム・マイクロフォン（\1,000/１回） 
・ ＣＤ／ライン／ＭＤ／カセットコンポ（\300/１回） 
・ メトロノーム（\200/１回） 

 

現在改装中につき 

しばらくお待ちください 

 

２０１７年９月２６日（火） 

リニューアルオープン！ 



 

アイディア音楽センター 貸しスタジオ料金規定  (4/4) 

貸しスタジオ料金規定 

多目的会場 〔非防音 約２４畳〕 

 

 

■ 個人（入室人数１名の場合） ※但し、小学生以下のご利用者の付き添いは人数に含みません 

内訳 会員様 非会員様 

会員条件 
基本的には防音室に準ずる 

例外は、下記「多目的会場ご利用規約（個人）」を参照下さい 
基本料金 

追加料金 

■ グループ（入室人数２名以上の場合） 

内訳 非営利 営利目的 

基本料金 ￥１,６００／６０分 (平日) 

￥１,８００／６０分 (土曜・日曜) 

￥２,４００／６０分 (平日) 

￥２,７００／６０分 (土曜・日曜) 

追加料金 ￥８００／３０分 (平日) 

￥９００／３０分 (土曜・日曜) 

￥１,２００／３０分 (平日) 

￥１,３５０／３０分 (土曜・日曜) 

※ 営利目的とは、法人利用、入場料・レッスン料・参加費・その他これらに類するものを徴収される場合を指します。 

 

■ 多目的会場ご利用規約（グループ） 

※ ご利用料金は、ご予約時に全額申し受けます。 

※ 準備、後片付けの時間を含みます。お申込時間を過ぎた場合は、料金体系に応じた延長料金を申し受けます。 

※ お申込は、ご利用日の６ヶ月前から先着順にて承ります。 

※ ご予約日時のキャンセル・変更は、２ヶ月前まで無料、１ヶ月前まで半額、それ以降は全額申し受けます。 

※ 使用中に建物や設備その他器具などを破損された場合は、その損害を賠償していただきます。 

※ 定期的なご利用の場合に限り、お荷物をお預かり致します。（料金別途ご相談。\1,000／月～） 

 

■ 多目的会場ご利用規約（個人） 

※ 基本的には、防音室ご利用規約（個人・グループ共通）に準ずる。 

ただし、フロア全体を使用する（ダンスなど）場合は、多目的会場（グループ）の料金体系が適用されます。 

【付帯設備－基本料金に含まれるもの】 
・ 空調 
・ 大型ミラー２枚 
・ 長机、椅子 
・ 譜面立て 
・ ホワイトボード 
 
【付帯設備－有料】 
・ 電子ピアノ（\200/１回） 
・ メトロノーム（\200/１回） 
・ オーディオシステム（\200/１回） 

※DVD,VHS,CD,TAPE,ﾚｺｰﾄﾞの再生が可能です 


