BRANDS の貸切について
多目的に利用できる施設内にあるレストラン BRANDS（ブランズ）!!
気軽に利用できるシステムとなっておりますので、ご利用希望される場合はお気軽にお問い合わせください。
BRANDS 収容人数
過去のご利用例

着座・・・100 名～120 名前後
退座・・・300 名前後
結婚式の２次会/和太鼓ライブ演奏/バンドライブ演奏/各種表彰パーティー
お笑いモノマネショー/チャリティー音楽イベント/DJ イベント/オフ会
企業様のリクリエーション、発表会、商品説明会 等

[基本利用時間]
午前の部
午後の部

9：00～11：00
14：00～23：00

※全日貸切の場合は上記の定めた時間ではございません。
※搬入・搬出の時間も利用時間に含まれます。
[利用料金]
利用料金

平日

土曜日曜祝日

10,000 円(税抜き)

13,000 円(税抜き)

※上記金額は基本料金となります。
※催事内容により別途料金が発生する場合がございます。
※予算に応じて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※上記以外の時間利用の場合もお問い合わせください。

[音響設備を利用する場合]
■音響システム基本セット料金/5,000 円（税込）/ｈ（最大 20,000 円）
内容）
★スピーカー
・パワード スピーカー モニター
（MACKIE SRM350）2 台
・メインスピーカー フルレンジタイプ （PEAVEY SP-4）×2 台
・サブウーファー
（CLASSIC PRO CP18SII）×2 台
★アンプ
CLASSIC PRO CP1400×2 台
★ミキサー
MACKIE DFX6
★グラフィックイコライザー CLASSIC PRO CEQ1215（Sub Out 端子あり）
■簡易 PA セットの場合は音響設備代はかかりません。（レストラン占有の場合のみ無料）
簡易 PA セット内容
パワードスピーカー２個、PA 卓１台、マイク２本（ワイヤレスマイク）
内容）
★スピーカー
パワード スピーカー モニター（MACKIE SRM350）2 台
★ミキサー
MACKIE DFX6
★ワイアレスマイク
CLASSIC PRO CWR802PLUS SET

※バンド LIVE 等の催事内容について
PA オペレーター料金（20,000 円消費税別 ）を別途必要となります。
楽器機材レンタル等も承りますので、気軽にお問い合わせ下さい。
照明について
通常照明（レストランの通常営業時の照明）は料金はかかりません。
ミラーボールの使用やムービング等のライティングを使用する場合はオペレーターが必要になります。
オペレーター料金 10,000 円
事前打ち合わせが必要となります。

その他 レンタル用品
・プロジェクターレンタル・・・5,000 円（税別）
・DJ セット・・・5,000 円（税別）
テクニクス ターンテーブル２台、DJ ミキサー（VESTAX05PRO）
その他 音響機材の貸出もございますので、お気軽にご相談下さい。
※催事内容によりご利用頂けない場合がございますので、予めご了承ください。
※機材を破損した場合は弁償となりますので予めご了承ください。
※上記金額は BRANDS をご利用頂いた場合の料金となります。
その他、ご予算が決まっている場合でもお気軽にご相談下さい。

特別プラン
時間制飲み放題プラン（10 名以上の場合）
2 時間・・・男性 2,000 円 女性 1,500 円にてご対応いたします。
※飲み放題プランは２時間までとさせて頂きます。
※飲み放題のメニュー
・生ビール/各種カクテル/ハイボール/焼酎/ソフトドリンク
※お食事は別途ご予算に合わせてご対応いたします。
バイキング形式プラン（20 名以上の場合）
ビュッフェスタイル等のパーティー形式にもご対応頂けます。
お食事の内容については和洋どちらでもご対応頂けます。
ご予算、人数をご連絡下さい。
最低予算 3,000 円～
※飲み物以外の食事等のお持込みも状況により可能となります。（ゴミは各自でお持ち帰り下さい）

付帯設備 一覧 および 料金（税別）
ステージ機材
・INTELLISTAGE（インテリステージ） 1Ｍ×1Ｍ 高さ 40cm(カーペット仕様)
5,000 円/枚（設置・撤去代 込み）

DJ 機材
・ターンテーブル Technics SL1200ｍｋ2 2 台
・Pioner CDJ 850ｍｋ2 1 台 CDJ 800mk2 1 台
・DJ ミキサー
Vestax05Pro4

1 セット 10,000 円
1 セット 10,000 円
1 台 5,000 円

※ＤＪ機材料金はレストラン貸切の場合特別価格（5,000 円）にてレンタル頂けます。 （ミキサー1 台 + タンテ or CDJ いずれか）

照明機器
・ミラーボール（大） １台
・STAGE EVOLUTION ストロボ×2 台
・PS-Lazer レーザーマシン×1 台
・STAGE EVOLUTION フォグマシン×1 台
・PLAYTECH EPAR38LED×3 台
・AMERICAN DJ TriSpot LED×2 台
・ALKALITE LED パーライト 64×２台
・AMERICAN DJ LED TRISPOT×3 台
・AMERICAN DJ MEGA BAR 50RGB RC LED バーライト×4 台
・ムービング[AMERICAN DJ VIZI LED SPOT]×4 台
・DMX コントロールソフト[DASLIGHT]

音 響
・チャンネルデバイザー
・DBX DRIVERACK PX
・イコライザー ｄｂｘ
・アンプ
・CLASSIC PRO CP1400×2 台
・CLASSIC PRO CP1200×1 台
・CLASSIC PRO DCP400×1 台
・CLASSIC PRO V4000×1 台
・スピーカーモニター（MAKIE）
・メインスピーカー（PEAVEY QW4F）×2 台 1 セット 15,000 円
・メインスピーカー（PEAVEY SP-4）×2 台
1 セット 10,000 円
・メインウーファー（PEAVEY QW）×2 台
1 セット 15,000 円
・サブウーファー（CLASSIC PRO CP18SII）×4 台 1 セット 10,000 円
・パワード スピーカー モニター（MACKIE SRM350）2 台 1 セット 5,000 円

その他
・プロジェクター Ben-Q TH682ST
5,000 円 （スクリーンは 1800×1800 がセットです）
上記 記載以外の機材 等についてはご確認ください。

