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・新宿駅からJR中央線で約20分（中央線　特別快速利用）
・東京駅からJR中央線で約35分（中央線　特別快速利用）
　　　　　　　　　　　＊所要時間は目安です。

プラザ

国分寺市立

当施設はネーミングライツ・スポンサー制度を採用し
ています。
市内に事業所がある法人を対象に公募し，補聴器メー
カーのリオン株式会社に決定しました。
このことから，リオンホール・リオン広場の愛称がつい
ています。

予約申込期間 

使用料等

使用料の加算 使用料の返還 

施設はcocobunji WESTビルの5階です。
エレベーター又はエスカレーターをご利用ください。

株式会社所 在 地：〒185-0012 東京都国分寺市本町３－１－１cocobunji WEST５階
　　　　　公共交通機関又は近隣の有料駐車場・駐輪場をご利用ください。
開館時間：午前９時から午後10時まで ※申請書等の受付は原則午後８時
休 館 日：１月１日 その他国分寺市長が必要と認めた場合  
Ｈ      Ｐ：https://cocobunji-plaza.com  

問 合 せ：042-325-6330（代表） 

＊利用者区分で，使用料等が異なります。 

＊ システムでの仮予約受付は各使用日の14日前まで。それ以降は施設にお問合せください。 

リオンホール・控室 セミナールーム

市民区分
　・市内在住者
　・ 構成員の２分の１以上が市内在住者の団体
　・ 市内に事務所又は事業所を有する法人

抽選予約
　使用日の７か月前の11日～19日

　例）４月は11月分を抽選

先着予約
　使用日の６か月前の１日 午前９時～前日

抽選予約
　使用日の４か月前の11日～19日

　例）４月は８月分を抽選

先着予約 
　使用日の３か月前の１日 午前９時～当日

一般区分 ・ 上記以外 　使用日の５か月前の１日 午後１時～前日 　使用日の２か月前の１日 午後１時～当日 

＊使用料は現金一括払い。 

＊支払後の変更・取消しは1回までとし，申請が必要です。 変更・取消しの申請には期限があります。

＊ 準備・片付けは使用区分内でご計画ください。使用時間を超過した場合，超過料金が発生します。

＊以下は全て税込金額。 

附属設備等 （W×D×H ㎝）

セミナールームで使えるのは原則★のみ
数 

単価
(円)

グランドピアノ （ヤマハC3X）
＊調律料は含まない

1 1,500 

有線マイク （各ホール１） 2 500 

ワイヤレスマイク （Aホール専用） 3 500 

ワイヤレスマイク （Bホール専用） 2 500 

タイピン型マイク （各ホール１） 2 500 

移動型プロジェクター                ★ 3 1,000 

移動型スクリーン （208x38x246）   ★ 3 500 

天井付プロジェクター （Aホールのみ） 1 1,000 

天井付スクリーン （Aホールのみ） 1 500 

紅白幕 1式 100 

映像・音響ワゴン （各ホール１） 1 1,500 

持込器具での電源使用            ★
（1kw未満切捨） 

1kwあたり 100

展示パネル （各ホール20）（セミナー5）★ 40 無料 

リオンホール
午前

9：00 - 
12：30

午後
12：45 - 

17：15 

夜間
17：30 - 

22：00

全日
9：00 - 

22：00 

A又は
Bホール 

平日 
市民 4,200 8,400 10,500  21,000

一般 8,400    16,800 21,000 42,000 

土曜 
休日 

市民 5,100    10,200 12,700 25,500 

一般 10,200    20,400 25,400 51,000 

控室 

平日 
市民        700      1,400       1,700       3,500 

一般     1,400      2,800       3,400       7,000 

土曜 
休日 

市民        900      1,800       2,200       4,500 

一般 1,800      3,600       4,400       9,000 

＊ A・Bホール両方使用する場合は，使用料は上記の２倍

＊ A・Bホールと同じ使用日時にセミナールームの使用を希望

する場合はお申し出ください。 

＊控室単体での貸出は行いません。 

＊附属設備等の使用料は１使用区分の単価。 

　 例）Aホールの午前・午後でマイクを１本使用する場合 

　　　  500円×２使用区分＝1,000円

＊リオンホール全日使用の場合，２使用区分の使用料。

＊ セミナールーム４使用区分以上使用の場合，単価の２倍。

午後①・②・夜間①・②のみの場合は単価の半額。

＊附属設備等の使用可能数には制限があります。

　 詳しくはお問合せください。

セミナー
ルーム

午前 
9：00 -
　12：30 

午後① 
12：45 -
　14：55 

午後② 
15：05 -
　17：15 

夜間① 
17：30 -
　19：40 

夜間② 
19：50 -
　22：00 

全日 
9：00 -
　22：00 

平日
市民 1,500 1,000 1,000 1,300 1,300 5,500 

一般 3,000 2,000 2,000 2,600 2,600 11,000 

土曜 
休日 

市民 1,800 1,300 1,300 1,600 1,600 6,600 

一般 3,600 2,600 2,600 3,200 3,200 13,200 

宣伝・販売行為や入場料等を徴収する場合，使用料に下表の率

を乗じた金額を加算。＊附属設備等には加算はありません。 

取消申請日によって使用料の返還率が異なります。 

＊附属設備等は当日取消しでも100％返還します。 
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入場料等
加算率

1,000円
以下

1,001円～
2,000円

2,001円～
3,000円

3,001円
以上

なし 20% 50% 100%

営業行為等
加算率

50%

テレビ・ラジオ等の公開放映及び公開録画

営業目的の録音，録画及び撮影

宣伝行為

100%

有料サービスの提供

物品の販売行為
（ 使用目的に関する印刷物，書籍，電磁的
記録媒体等を除く）

A・Bホール，控室 セミナールーム

90日前 100% 100% 

89～60日前 75% 100% 

59～30日前 50% 100% 

29～20日前 0% 75% 

19～10日前 0% 50% 

９日前～当日 0% 0% HP ツイッター



6 リオン広場

5 リオンホール3 カフェ

UP

1 文化振興課 
まちの魅力発信コーナー 
文化振興課 
まちの魅力発信コーナー 

2 cocobunji 
市民サービスコーナー 
cocobunji 
市民サービスコーナー 

4
セミナールームセミナールーム

控室 控室 

喫煙所 喫煙所 

約12 m 約12 m 

ピクチャーレール  ピクチャーレール  
スライディングウォール

約4.5 m 約4.5 m 

倉庫倉庫

約10 m 約10 m 

約10 m 約10 m 

約20 m 約20 m 

Aホール（リオン広場側）Aホール（リオン広場側）

BホールBホール

約14 m 約14 m 

倉庫倉庫 控室控室
約22 ㎡ 約22 ㎡ 

更
衣
室プロジェクター プロジェクター 

スクリーンスクリーン

ステージラインステージライン

ピクチャーレール  ピクチャーレール  
スライディングウォール
吊り物バトン

ピアノピアノ

総合案内 リオンホール前

カフェローカル リオン広場

授乳コーナー 

施 設 案 内
国分寺市立cocobunjiプラザは，市の魅力を発掘・発信する「まちのぶんかターミナル」です。
多目的に使用できる貸出施設や，開放的なリオン広場を有しています。
施設のイベント情報等を発信する「国分寺市案内所」をcocobunji WEST1階に設置しています。 

1  文化振興課 
 貸出施設の申請・支払窓口。
 まちの魅力発信コーナーの展示等は時期によって変わります。
2  cocobunji市民サービスコーナー
　　 ☎  042-329-4121
 平日　8：30～19：00
 第１・３日曜日  　8：30～17：00
3  カフェローカル 11：00～20：00（LO 19：30）
 ☎  042-300-0711
 ランチタイム 11：30～15：00
4  5  貸出施設
6  リオン広場 
 人工芝とウッドデッキの広場。飲食可。

総合案内 9：00～22：00

授乳コーナー 
授乳室（２） おむつ替え台（２） 
調乳専用浄水給湯器（１） 
男子トイレ 女子トイレ だれでもトイレ 

介助ベッド・オストメイト（１）

ご利用の流れ 
＊国分寺市公共施設予約システムで空き状況の確認・仮予約ができます。 
　PC版サイト：https://www4.pf489.com/kokubunji/web/ 
　仮予約するには利用者ID登録が必要です。ID発行には14日程度かかります。
＊市の事業でも施設を使用します。あらかじめご了承ください。 

ID
申請 施設で申込 仮予約 本予約 システムで仮予約 施設でお支払 

＊後日来館し
   IDカードを取得 

＊仮予約日から
　７日を過ぎると 
　自動で取消されます。 

＊仮予約日から
　７日を過ぎると 
　自動で取消されます。 

リオンホール・控室 ＊使用上の注意は施設で配架している「使用規約」をご覧ください。
   cocobunjiプラザ専用サイトにも掲載しています。 

セミナールーム

■講演・懇親会・販売会等で多目的に使えます。
■全体/約280㎡（AB分割時は/約140㎡）
■定員/260人（AB分割時は130人）
■無料Wi-Fi有。ダウンライト有り。
■Ａホールにはグランドピアノを常設。調律は年数回実施。

ステージ使用例

控室グランドピアノ

使用例

■ 会議・講座に適しています。懇親会等飲食を含む
ご利用も可能です。営業・販売でも使えます。

■広さ/約60㎡
■定員/30人 （テーブル・椅子は常設）
■マイク使用不可。窓は閉切。ダウンライト有。
　スライディングウォールを開けて使用も可能。

スマホ版
サイト

無料Wi-Fi

自動販売機

公共施設予約システム端末

AED設置 

HⅡAロケット模型 

エスカレーター

エレベーター

補助犬のみ同伴可。

貴重品管理に十分ご注意ください。

ごみはお持ち帰りください。

営利目的の撮影は事前にご相談ください。

喫煙，勧誘行為，危険物の持込みは禁止です。


