
米子コンベンションセンター 

会議室利用のご案内 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

愛称 ビッグシップ  米子駅前 徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

 

便利な「ビッグシップ前立体駐車場」（７００台完備） 

 ※当館をご利用された方の駐車料金が割引されます。 
・無料対象になる時間は、ご参加された催事の開催時間分です。 



　　　　　　　　申込み方法　　(会議室・情報プラザ）

　　　①来館もしくは電話で仮予約

※ご利用日の６カ月前からご予約可能です。

　　

　　　②仮予約から１０日以内に利用申込書の提出
　　　　（ＦＡＸ　可）

※利用申込書は、米子コンベンションセンターのホームページの

　「　　　　　　　　　　　 　　　　」ボタンで表示される一覧からダウンロード可能です。

　　　③１週間前後で施設利用料金の請求書が届き、入金手続き

　　　④入金確認後、施設利用通知許可証の発送

　　　⑤利用日に、利用通知許可証を持って　米子コンベンションセンターへ

　　　⑥当日　ご利用になった備品代金（音響・映像機器など）をお帰りの際にご精算
　　　　

【お申込み・お問い合わせ先】

米子コンベンションセンター

鳥取県米子市末広町294番地

電話番号：0859-35-8111

FAX    ：0859-39-0700

ホームページ：www.bigship.or.jp



会議室のご利用プラン 

    利用時間（９時～２２時） …申込み時間（区分単位） 

     利用料金…施設料金＋設備利用料金（備品料金４時間/区分）  

           ※冷暖房料金とホワイトボード１枚分無料 

備品利用料金例（一区分）    

スピーカーセット（アンプ付き） １,８５０円 、ワイヤレスマイク（ハンド型） １,１５０円  

液晶プロジェクター １８８０円   ＤＶＤプレーヤー（ブルーレイ対応） １，０３０円 など 

※ ｛２７名｝分割利用できる会議室もございます。但し、ご予約は利用日の１か月前からとなります。 

 

第１会議室 ４５名≪午前 2800円 午後 3740円 夜間 3740円≫

第２会議室 ６３名≪午前 4350円 午後 5800円 夜間 5800円≫

第３会議室 ６３名≪午前 4190円 午後 5590円 夜間 5590円≫

第４会議室 ６３名≪午前 4350円 午後 5800円 夜間 5800円≫

第５会議室 ６３名≪午前 4350円 午後 5800円 夜間 5800円≫

第６会議室 ６３名≪午前 4190円 午後 5590円 夜間 5590円≫

第７会議室 １１７名≪午前 6660円 午後 8880円 夜間 8880円≫

第８会議室 ２４名≪午前 6660円 午後 8880円 夜間 8880円≫

※センター内外の壁、柱への紙の貼りつけはご遠慮ください。部屋によっては、掲出用の専用バーの取り付けがございます。また、パネル類、ピ

クチャーワイヤー等のお貸出しをご案内しますので、職員にご相談ください。 



会議室一覧

　　　

　　　

６
階

５
階

第１会議室　　45名 第３会議室　　６３名

第６会議室　　６３名

第７会議室　１１７名　　Ａ・Ｂ仕様　６３名　Ｃ　２７名　

3
階

第８会議室　　２４名

第５会議室　　６３名第４会議室　　６３名

第２会議室　　６３名

会議棟ロビー 第８会議室前

会議棟ロビー 第２・４・５会議室 分割利用（２７名）



 

コンセント箇所        （１回路当たり容量 1500Ｗ） 

コンセント差込口 

電源回路（この例で、1回路当たり２か所のコンセントで上限が 1500Ｗ） 

インターネット接続    （ＬＡＮコネクター口／各室に１箇所） 



■会議室　施設利用料金表 ※設備（備品）利用については次ページをご覧ください。 【内税：８％】

※冷暖房料、ホワイトボード（1台）、持込電気料（容量1.5kｗまで）は会議施設利用料金に含まれております。

会議室 午前 インターバル料金 午後 インターバル料金 夜間

施設名 席数 9時～１２時 １２時～１３時 13時～17時 １７時～１８時 18時～22時

第１会議室 45 ¥2,800 ¥930 ¥3,740 ¥930 ¥3,740

第２会議室 63 ¥4,350 ¥1,450 ¥5,800 ¥1,450 ¥5,800

　　1/2利用 27 ¥2,090 ¥690 ¥2,790 ¥690 ¥2,790

第３会議室 63 ¥4,190 ¥1,390 ¥5,590 ¥1,390 ¥5,590

第４会議室 63 ¥4,350 ¥1,450 ¥5,800 ¥1,450 ¥5,800

　　1/2利用 27 ¥2,090 ¥690 ¥2,790 ¥690 ¥2,790

第５会議室 63 ¥4,350 ¥1,450 ¥5,800 ¥1,450 ¥5,800

　　1/2利用 27 ¥2,090 ¥690 ¥2,790 ¥690 ¥2,790

第６会議室 63 ¥4,190 ¥1,390 ¥5,590 ¥1,390 ¥5,590

第７会議室 117 ¥6,660 ¥2,220 ¥8,880 ¥2,220 ¥8,880

　　1/3利用 27 ¥2,090 ¥690 ¥2,790 ¥690 ¥2,790

　　2/3利用 63 ¥4,350 ¥1,450 ¥5,800 ¥1,450 ¥5,800

第８会議室 24 ¥6,660 ¥2,220 ¥8,880 ¥2,220 ¥8,880

情報プラザ 100 ¥6,170 ¥2,050 ¥8,220 ¥2,050 ¥8,220

　　1/2利用 50 ¥3,080 ¥1,020 ¥4,110 ¥1,020 ¥4,110

料金サンプル例 午前～13時 午前・午後 午前・午後～18時 午前・午後・夜間 12時～午後 午後～18時 午後・夜間 17時～夜間

施設名 席数 ９時～１３時 9時～１７時 ９時～１８時 9時～２２時 １２時～１７時 １３時～１８時 13時～22時 17時～２２時

第１会議室 45 ¥3,730 ¥6,540 ¥7,470 ¥10,280 ¥4,670 ¥4,670 ¥7,480 ¥4,670

第２会議室 63 ¥5,800 ¥10,150 ¥11,600 ¥15,950 ¥7,250 ¥7,250 ¥11,600 ¥7,250

　　1/2利用 27 ¥2,780 ¥4,880 ¥5,570 ¥7,670 ¥3,480 ¥3,480 ¥5,580 ¥3,480

第３会議室 63 ¥5,580 ¥9,780 ¥11,170 ¥15,370 ¥6,980 ¥6,980 ¥11,180 ¥6,980

第４会議室 63 ¥5,800 ¥10,150 ¥11,600 ¥15,950 ¥7,250 ¥7,250 ¥11,600 ¥7,250

　　1/2利用 27 ¥2,780 ¥4,880 ¥5,570 ¥7,670 ¥3,480 ¥3,480 ¥5,580 ¥3,480

第５会議室 63 ¥5,800 ¥10,150 ¥11,600 ¥15,950 ¥7,250 ¥7,250 ¥11,600 ¥7,250

　　1/2利用 27 ¥2,780 ¥4,880 ¥5,570 ¥7,670 ¥3,480 ¥3,480 ¥5,580 ¥3,480

第６会議室 63 ¥5,580 ¥9,780 ¥11,170 ¥15,370 ¥6,980 ¥6,980 ¥11,180 ¥6,980

第７会議室 117 ¥8,880 ¥15,540 ¥17,760 ¥24,420 ¥11,100 ¥11,100 ¥17,760 ¥11,100

　　1/3利用 27 ¥2,780 ¥4,880 ¥5,570 ¥7,670 ¥3,480 ¥3,480 ¥5,580 ¥3,480

　　2/3利用 63 ¥5,800 ¥10,150 ¥11,600 ¥15,950 ¥7,250 ¥7,250 ¥11,600 ¥7,250

第８会議室 24 ¥8,880 ¥15,540 ¥17,760 ¥24,420 ¥11,100 ¥11,100 ¥17,760 ¥11,100

情報プラザ 100 ¥8,220 ¥14,390 ¥16,440 ¥22,610 ¥10,270 ¥10,270 ¥16,440 ¥10,270

　　1/2利用 50 ¥4,100 ¥7,190 ¥8,210 ¥11,300 ¥5,130 ¥5,130 ¥8,220 ¥5,130

　 【施設利用料金】　「午前」・「午後」・「夜間」の区分料金制です。

【インターバル料金について】･･･12～13時、17～18時の時間帯

・「午前～午後」「午後～夜間」「終日」の連続利用の場合は、インターバル料金は発生しません。

・インターバル時間のみの単独貸出は行っておりません。

【分割利用の予約について】
・分割した部屋（１／２、１／３利用等）の単独利用の予約は、ご利用日の１カ月前からです。

※同一催事で利用用途上、分割される場合は通常の予約受付開始日からお承りいたします。



 

 

米子コンベンションセンター 会議室共通備品 

様々な会議や集会でご利用いただける備品を取り揃えております。 

【ご利用可能施設】 第１会議室～第８会議室 

※ 備品毎に保有数量に限りがございますので、ご利用予定がございましたら、事前に利用備品のご

予約をお願いいたします。（ご予約の際、実際にご利用になられる時間もお知らせください） 

 

●無料備品 

備品名 
保有

数量 
単位 

電源延長コード 5 本 

手元灯 6 台 

レーザーポインター 8 本 

水差し 5 個 

ポット ※④ 台 

急須 ※④ 個 

湯呑み ※④ 個 

盆 ※④ 個 

おしぼり受け 5 個 

ピクチャーワイヤー ※⑤ 本 

※④.各階にあるパントリーにより、数量が
異なります。 

※⑤.用途より形状が異なります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●備品料金表（内税 8%）※利用料の 1 回は、4 時間毎に加算されます。 

備品名 
保有

数量 

利用料（1回につき） 

単位 金額(円） 

演台（W900D500） 5  台 410 

スピーカーセット（アンプ付） 各 1 式 1,850  

カセットテープデッキ 各 1 台 830  

CDプレーヤー     各 1 台 1,030  

マイク（ダイナミック型・有線）   ※① ※② 本 730  

マイク（ワイヤレス・ハンド型）    ※② 本 1,150  

マイク（ワイヤレス・タイピン型）   ※② 本 1,250 

マイクスタンド（床上型） 8 本 200  

マイクスタンド（卓上型） 10 本 200  

ホワイトボード（１台無料） ※③ 台 150  

テレビ（液晶 52型） 4 台 410  

パネル（W900H1800） 100 枚 100  

折たたみ椅子 50 脚 100  

会議用テーブル（W1800×D500） 20 台 100  

サインスタンド（有効面：A4横） 5 台 100  

サインスタンド（有効面：A3横） 5 台 100  

サインスタンド（有効面：W575×H900） 10 台 200  

A型サインスタンド（W900×H1800） 1 台 200  

アジャスターポール 5 組 100  

ビデオテープレコーダー（S-VHS） 4 台 1,030  

DVDプレーヤー※ブルーレイ対応 ２ 台 1,030  

書画カメラ 1 台 930 

液晶プロジェクター 5 台 1,880  

モバイルスクリーン（100インチ、可搬型） 5 台 410  

OHP・映写機用スクリーン（60インチ、可搬型） 5 台 410  

OHP（可搬型） 3 台 930  

ミニ DV カメラレコーダー 1 台 920  

CD・MDラジカセ 1 台 1,030  

賞状盆（大・小） 各 2 個 100  

PHS（館内専用） 20 台 250  

※①「スピーカーセット」が必要です。※②部屋毎に使用可能本数が異なります。 

※③１台は無料で、部屋毎に常設されています。追加の場合のみ有料です。 

 

 

[知っておくと便利なヒント] 

（1,800円/1回） 

米子コンベンションセンター 

鳥取県米子市末広町 294 番地 

電話番号：0859-35-8111 

FAX    ：0859-39-0700 

ホームページ：www.bigship.or.jp 

●インターネットのご利用について 

各会議室では、鳥取情報ハイウェイを

利用したインターネットへの接続が

無料でご利用可能です。（有線 LANに

よる接続） 

【ご利用にあたり】 

・パソコンと LAN ケーブルは、貸出用はあ

りませんので、ご持参下さい。 

・複数台のパソコン接続は、動作確認いただ

いたHUBを別途ご持参下さい。また、テ

ーブルタップも別途ご用意願います。 

・インターネットの接続設定、セキュリティ

対策についてはご利用者で設定をお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会議室と 

供用 



看板発注をラクラクに

式典や講演会に欠かせない横看板や垂れ幕を作成いたします。

看板作成を、米子コンベンションセンターで一括して、発注及び精算を

行うことができます。

【看板仕様】 【対応施設】

普通ロール紙（厚手） 小ホール・第１～７会議室

インクジェットプリンター印刷（単色）

ご 利 用 の 流 れ

お申込み

ご精算

ご利用日の１４日前までに「看板作成サービス申込書」をご提出ください。

「看板作成サービス申込書」は、ご来館またはＦＡＸ送信にてお申し出ください。

ご提出いただいた「看板作成サービス申込書」をもとに、看板サンプルを作成い

たします。

作成したサンプルは主催者様へ、ＦＡＸまたはＰＤＦファイルでメールをいたします

ので、ご確認いただき、修正があればご連絡ください。

※修正は１回までとさせていただきます。

お客様のご確認後、看板を作成します。

※校了後のキャンセルまたは修正はお受け出来ませんので、お気をつけください。

作成した成果品を総合受付窓口にて、ご利用施設の鍵出し時にお渡しいたします。

※小ホールの場合は、設営から撤去まで、職員が対応いたします。

※会議室の場合は、主催者様で設置及び撤去をお願いいたします。

※当日の鍵のお渡し時に、固定用のプラスチック製の板と専用テープも

一緒にお渡しします。

施設ご利用後に、備品利用料とあわせて精算いたします。

看板作成サービス とは

作成例作成・確認

校了

ご利用日



料　　金
料　　金 料　　金

5,140円(3.0m×0.6m)または（4.0m×0.6m）
3,080円(1.5m×0.6m)または（1.5m×0.45m）

1,020円(0.8m×0.45m)

会議室
横看板
垂れ幕
入口看板

12,340円(6.0m×0.9m)
6,170円(3.5m×0.9m)

小ホール

料 金

●当サービスは米子コンベンションセンターの小ホール及び会議室用の看板作成サービスとなっております。

多目的ホール及び国際会議室の看板作成につきましては、ご利用いただけません。

●当館指定以外のサイズやレイアウトにカラー指定・特殊な文字やデザイン・背景付きなど、デザイン性を伴う

看板作成は対応しておりませんので、当該看板をご要望の際は専門業者をご紹介いたします。

●会議室用看板サービスをご利用時の設置につきましては、職員は対応いたしません。

当日の鍵の貸し出しの際に、作成した成果品と、専用テープ等の設置に必要な備品をお渡し致しますので、

室内にある専用バーにお取付け下さい。

なお、壁への直接の貼り付けは、壁面の保護上、不可とさせていただいております。

●当日の備品のご利用状況により、ご希望に添えないことがございます。

●看板作成のご依頼は１４日前までにご連絡ください。

ご利用にあたって

看 板 設 置 例

(申込み・問い合わせ）

米子コンベンションセンター サービス課 看板作成係

電話（０８５９）－３５－８１１１

ＦＡＸ（０８５９）－３９－０７００

横看板（横6.0m×縦0.9m）＋（垂れ幕（3.5m×0.9m） 横看板（横4.0m×縦0.6m）＋垂れ幕（横1.5ｍ×縦0.6m）

会議室用入口看板（横0.45m×縦0.8m）

会議室小ホール



会議室「垂れ幕＆横断幕の取りつけ」方法 

「米子コンベンションセンター会議室」内では、垂れ幕、横断幕の取りつけにあたり、天井のピクチャーレール

に吊り下げてある専用のバーに貼りつける方法をご案内しております。 

（壁面保護のため、テープによる壁への直貼りはご遠慮下さいますようお願いいたします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 [対応施設：第１・第２・第４・第５・第６会議室] 
                       ※第３会議室はフックに固定されているため対応しておりません。 

 

Step1・・・部屋前方の天井に配置されているフックにピクチャーワイヤーを取りつけます。 

          
 

Step2・・・ピクチャーワイヤーの長さを調節して、専用バーを取りつます。 

 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

Step3・・・専用バーに、垂れ幕、横断幕を貼り付ければ完成です。 

[対応会議室]・第１ ・ 第２ ・ 第３ ・ 第４ ・ 第５ ・ 第６会議室 

※第３会議室は、部屋前方の天井に常設ロールスクリーン（横約２ｍ）があり、スクリーンとの

接触防止のため、最適な長さで固定してありますので、高さ調整等が出来ません。 

※第７会議室は、専用バトン（４.４ｍ）が部屋前方の天井に設置されております。バトンへは、 

 ピクチャーワイヤー、または養生テープでお取付けをお願いいたします。 

[貸出内容] ・ピクチャーワイヤー／脚立／養生テープ（３点とも無料でお貸出しております） 

※専用バーへのお取付け・お取外しはお客様によるセルフサービスでお願いいたします。 

取付け専用の養生テープについては、センター事務所受付にてお渡しします。 

 

ピクチャーワイヤーによる高さ調整 

取 り つ け 例 

レール 

フック 

 

ピクチャーワイヤー（154cm） 

模造紙、ポスター等は、ホ

ワイトボードに付属のマグ

ネットで、貼り付けが可能

です。（ホワイトボード有効

面 176cm×84cm） 

 

プッシュする

ことで、ロック

が外れ長さを

調整できます。 

専用バー（２ｍ・アルミ製） 

貼付は養生テープで可能です。 

 

ピクチャーレール 

 

専用バー（２ｍ・アルミ製） 

ピクチャーレール（約７

ｍ・部屋前方の天井付近）

に専用バーを 3 本吊り下げ

常設。横看板は４ｍ以内が

最適です。 

 

垂れ幕は縦横 200cm×90cm 以

内が最適です。 

 

（レール範囲で横位置調整

が自由に可能） 

 



 


