インターネット環境（無線LAN）完備！
電源タップ複数保有。各デスクから快適にPC接続！
備品無料。室料価格の20％OFF でご提供！
さらに！月極利用なら 室料価格の50％OFF！
ご利用期間：2020年8月末まで

お申込期日：ご利用開始日3日前まで

こんな時にオススメです！

経理部 Cさん
落ち着いた環境で業務に集中したい。

総務部 Aさん

人事部 Dさん

オフィスに通う社員を分散勤務させて
少しでもリスクヘッジを図りたい。

テレワークが始まったもののWEB選考で
学生と顔を合わせる時は自宅以外で行いたい。

営業部 Bさん

管理部 Eさん

出来るだけ密接な環境を避けて、
余裕を持った執務スペースを確保したい。

1

手間の削減

賃貸のオフィスを探し回るのはとても面倒…

例えば、こんなメリットが…

諸手続等の 手間（＝間接コスト）の削減 を実現。

2

費用の削減

3

安心の環境

鍵のお貸出しも承っており 安心してご利用可能。

敷金・礼金等一切不要。

費用（＝間接コスト）の削減 を実現。

イオンコンパス会議室の新型コロナウイルス感染症対策について
１. 従業員のマスク着用
お客さまならびに従業員の安全と健康を最優先とし、従業員のマスク着用を行っております。
２. 手指消毒液の設置
ホワイエ（共有部）にアルコール手指消毒液を設置しております。
３. 会議室内の消毒
ご利用前に、机・椅子・備品・ドアノブ・スイッチ類など手の触れる場所をアルコール消毒液にて消毒しております。
４. ホワイエ（共有部）の消毒
ドアノブ、スイッチ、ボタンなど手の触れる場所をアルコール消毒液にて消毒を行っております。
５. 換気の強化
換気機器及び空調機器、サーキュレーターの利用など、出来うる限り換気を強化しております。
６. お客さまへのご協力のお願い（以下の事項をお客さまへお願い、呼びかけしております）
・ご利用中の換気の実施 ・入場時の手指消毒の実施 ・間隔を空けてのご利用 ・咳エチケットの徹底

手指消毒液（イメージ）

サーキュレーター（イメージ）

イオンコンパス大阪駅前会議室 レイアウト例
オフィス仕様（Aプラン 90㎡以上 ・ Bプラン 55㎡以上 ・ Cプラン 35㎡以上）
■Aプラン：オフィス仕様 29名様程度目安
■Bプラン：オフィス仕様 18名様程度目安

A

ホワイトボード（可動式）・演台

A

B

各1台 常設

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

無料

プロジェクター

￥5,500 →￥0

スクリーン（置き型）

￥5,800 →￥0

C

■Cプラン：オフィス仕様 12～14名様程度目安
ホワイトボード（可動式）

各1台 常設

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

Cプランの2部屋はスクリーンの設置が出来ないため
壁投影（白い壁）でのご利用となります

無料

上記レイアウトは通常の定員よりも少ない
座席配置とさせて頂いております。

￥5,500 →￥0

プロジェクター

＊本キャンペーンは、イオンコンパス会議室に直接お申込頂いた場合に適用とさせて頂きます。代理店様経由の場合は適用外となります。
＊ご利用開始時間の30分前からご利用頂けます。ご利用期間中はお荷物のお預かりも承ります。
＊有人会議室のため上記オフィス仕様のレイアウトへの変更・原状復帰につきましては弊社スタッフにて無料で行わせて頂きます。
＊貸会議室用途としてのお貸出しでは無いためマイク（アンプ含む）はご利用頂けません。有料でも承ることは出来兼ねます。

サテライトパックお見積り例 （税込）
Aプラン
＜20%OFF＞

ご利用日数
最短5日間
（9h/1日）

¥380,160

※本キャンペーンは2020年6月1日以降のご利用に適用とさせていただきます。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※本キャンペーンと他のキャンペーンとの併用はできません。

Bプラン
＜20％OFF＞
¥285,120

（通常 ¥475,200）

（通常 ¥356,400）

Cプラン
＜20%OFF＞
¥196,020
（通常 ¥245,025）

月極利用なら室料価格の50％OFFでご提供！
Aプラン
＜50%OFF＞

ご利用日数
30日間（9h/1日）

¥1,425,600

Bプラン
＜50％OFF＞
¥1,069,200

（通常 ¥2,851,200）

（通常 ¥2,138,400）

Cプラン
＜50%OFF＞
¥735,075
（通常 ¥1,470,150）

★是非詳しくはお問い合わせください。
（注）上記以外の日数につきましても別途お見積りをさせていただきます。お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先
大阪駅前会議室
TEL : 06-6225-7505
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15階
受付時間 09:00～18:00（平日）

イオンコンパス会議室のホームページはこちら！
https://www.aeoncompass-kaigishitsu.com/

イオンコンパス会議室

検索

イオンコンパス八重洲会議室 レイアウト例

150㎡

Room B＋C：オフィス仕様（48名様）
ホワイトボード（可動式）・演台・掛け時計

各1台 常設

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

無料

プロジェクター（Room B＋C の場合は天吊）

￥5,500 →￥0

スクリーン（置き型）

￥5,800 →￥0

Room B：オフィス仕様（27名様）

▲ Room B＋C （150㎡）の場合

※Room B のみの場合の広さは83㎡
ホワイトボード（可動式）・演台・掛け時計

各1台 常設

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

無料

プロジェクター（Room B の場合は天吊）

￥5,500 →￥0

スクリーン（置き型）

￥5,800 →￥0

▲ Room Bのみ （83㎡）とした場合

机のサイズは縦600×横1800となります。上記レイアウトは通常の定員よりも少ない座席配置とさせて頂いております。
＊本キャンペーンは、イオンコンパス会議室に直接お申込頂いた場合に適用とさせて頂きます。代理店様経由の場合は適用外となります。
＊ご利用開始時間の30分前からご利用頂けます。ご利用期間中はお荷物のお預かりも承ります。
＊有人会議室のため上記オフィス仕様のレイアウトへの変更・原状復帰につきましては弊社スタッフにて無料で行わせて頂きます。
＊貸会議室用途としてのお貸出しでは無いためマイク（アンプ含む）はご利用頂けません。有料でも承ることは出来兼ねます。

サテライトパックお見積り例 （税込）
ご利用日数
最短5日間（9h/1日）

※本キャンペーンは2020年6月1日以降のご利用に適用とさせていただきます。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※本キャンペーンと他のキャンペーンとの併用はできません。

Room B＋C ＜20%OFF＞
¥792,000（通常 ¥990,000）

Room B ＜20%OFF＞
¥653,400（通常 ¥816,750）

月極利用なら室料価格の50％OFFでご提供！
ご利用日数
30日間（9h/1日）

Room B＋C ＜50%OFF＞
¥2,970,000（通常 ¥5,940,000）

Room B ＜50%OFF＞
¥2,450,250（通常 ¥4,900,500）

★Room B・C 以外にも会場が複数ございますので是非詳しくはお問い合わせください。
（注）上記以外の日数につきましても別途お見積りをさせていただきます。お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先
東京八重洲会議室
TEL : 03-6262-3954
〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階
受付時間 09:00～18:00（平日）

イオンコンパス会議室のホームページはこちら！
https://www.aeoncompass-kaigishitsu.com/

イオンコンパス会議室

検索

イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室 レイアウト例

166㎡

Room D＋E＋F：オフィス仕様（53名様）
ホワイトボード（可動式）・演台

常設3台
￥1,100 →￥0

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます
無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

無料

プロジェクター（天吊1台・置き型2台）

￥5,500 →￥0

スクリーン（置き型3台）

￥5,800 →￥0

イオンコンパス名古屋駅前会議室 レイアウト例

69㎡

Room C＋D：オフィス仕様（24名様）
ホワイトボード（可動式）・演台

各1台 常設
￥1,100 →￥0

追加ホワイトボード（可動式）※数に限りがございます
無線LAN接続・電源タップ（複数本用意）

無料

プロジェクター（置き型）

￥5,500 →￥0

スクリーン（置き型）

￥5,800 →￥0

机のサイズは名古屋駅前・桜通口会議室が 縦450×横1800 ・ 名古屋駅前会議室が 縦600×横1800 となります。
上記レイアウトは通常の定員よりも少ない座席配置とさせて頂いております。
＊本キャンペーンは、イオンコンパス会議室に直接お申込頂いた場合に適用とさせて頂きます。代理店様経由の場合は適用外となります。
＊ご利用開始時間の30分前からご利用頂けます。ご利用期間中はお荷物のお預かりも承ります。
＊有人会議室のため上記オフィス仕様のレイアウトへの変更・原状復帰につきましては弊社スタッフにて無料で行わせて頂きます。
＊貸会議室用途としてのお貸出しでは無いためマイク（アンプ含む）はご利用頂けません。有料でも承ることは出来兼ねます。

サテライトパックお見積り例 （税込）
ご利用日数

※本キャンペーンは2020年6月1日以降のご利用に適用とさせていただきます。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※本キャンペーンと他のキャンペーンとの併用はできません。

桜通口：Room D＋E＋F ＜20%OFF＞

最短5日間（9h/1日）

¥871,200（通常 ¥1,089,000）

駅前：Room C＋D ＜20%OFF＞

¥336,600（通常 ¥420,750）

月極利用なら室料価格の50％OFFでご提供！
ご利用日数

桜通口：Room D＋E＋F ＜50%OFF＞

30日間（9h/1日）

¥3,267,000（通常 ¥6,534,000）

駅前：Room C＋D ＜50%OFF＞

¥1,262,250（通常 ¥2,524,500）

★他にも会場が複数ございますので是非詳しくはお問い合わせください。
（注）上記以外の日数につきましても別途お見積りをさせていただきます。お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先

名古屋地区会議室
TEL：052-526-9515（受付時間
名古屋地区なら選べる

平日9:00～18:00）

3つの会議室！

イオンコンパス名古屋駅前・桜通口会議室
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3 大橋ビルディング4階

イオンコンパス名古屋駅前会議室
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル5階

イオンコンパス名古屋笹島会議室
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-17 笹島ビル4階

イオンコンパス会議室のホームページはこちら！
https://www.aeoncompass-kaigishitsu.com/
イオンコンパス会議室

検索

イオンコンパス幕張会議室 レイアウト例
大会議室：オフィス仕様（40名様）
ホワイトボード（可動式）・演台・掛け時計

各1台 常設

追加ホワイトボード ※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続（パスワードは室内に設置）

124㎡

無料
￥5,500 →￥0

プロジェクター（天吊）
サテライトオフィス用レイアウト（右図）の設営
（通常会議室はスクール形式でのお貸出し）

￥14,850 →￥0

電源タップ（複数本）

無料

イオンコンパス幕張会議室 レイアウト例
中会議室：オフィス仕様（20名様）
ホワイトボード（可動式）・演台・掛け時計

各1台 常設

追加ホワイトボード ※数に限りがございます

￥1,100 →￥0

無線LAN接続（パスワードは室内に設置）

66㎡

無料

プロジェクター（天吊）

￥5,500 →￥0

サテライトオフィス用レイアウト（右図）の設営
（通常会議室はスクール形式でのお貸出し）

￥9,900 →￥0

電源タップ（複数本）

両会場共に、机は 縦600×横1800 となっております
上記レイアウトは、通常の定員よりも少ない
座席配置とさせて頂いております。

無料

＊本キャンペーンは、イオンコンパス会議室に直接お申込頂いた場合に適用とさせて頂きます。代理店様経由の場合は適用外となります。
＊ご利用開始時間の30分前からご利用頂けます。ご利用期間中はお荷物のお預かりも承ります。
＊スクリーンの設置はございません。壁投影（白い壁）でのご利用となります。
＊貸会議室用途としてのお貸出しでは無いためマイク（アンプ含む）はご利用頂けません。有料でも承ることは出来兼ねます。

サテライトパックお見積り例 （税込）
ご利用日数
最短5日間（9h/1日）

※本キャンペーンは2020年6月1日以降のご利用に適用とさせていただきます。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
※本キャンペーンと他のキャンペーンとの併用はできません。

大会議室 ＜20%OFF＞
¥374,000（通常 ¥467,500）

中会議室 ＜20%OFF＞
¥272,800（通常 ¥341,000）

月極利用なら室料価格の50％OFFでご提供！
ご利用日数
30日間（9h/1日）

大会議室 ＜50%OFF＞

中会議室 ＜50%OFF＞

¥1,402,500（通常 ¥2,805,000）

¥1,023,000（通常 ¥2,046,000）

（注）上記以外の日数につきましても別途お見積りをさせていただきます。お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先

幕張会議室
TEL : 043-350-3233
〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張6階
受付時間 09:00～18:00（平日）

イオンコンパス会議室のホームページはこちら！
https://www.aeoncompass-kaigishitsu.com/

イオンコンパス会議室

検索

