
 
 
 
 

店舗名 プラン名 
 

改定前 改定後 

 
 
 

曙橋店 

月～木 標準料金 10 時～15 時：5,280 円/時間 
15 時～23 時：6,160 円/時間 

10 時～15 時：6,820 円/時間 
15 時～23 時：6,820 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 22,000 円 25,300 円 

月～木 ナイトタイム 5 時間パック 22,000 円 25,300 円 

月～木 終日貸切コース 44,000 円 50,600 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：5,280 円/時間 10 時～15 時：6,820 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 22,000 円 25,300 円 

金祝前日 終日貸切コース 47,300 円 50,600 円 

 
 

四ツ谷店 
新御茶ノ水店 

麹町店 
東麻布店 

月～木 標準料金 10 時～15 時：7,150 円/時間 
15 時～23 時：7,920 円/時間 

10 時～15 時：9,790 円/時間 
15 時～23 時：9,790 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 31,900 円 37,400 円 

月～木 ナイトタイム 5 時間パック 31,900 円 37,400 円 

月～木 終日貸切コース 63,800 円 74,800 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：7,150 円/時間 10 時～15 時：9,790 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 31,900 円 37,400 円 

金祝前日 終日貸切コース 69,300 円 74,800 円 

 
 
 

神保町店 

月～木 標準料金 10 時～15 時：6,050 円/時間 
15 時～23 時：6,820 円/時間 

10 時～15 時：8,690 円/時間 
15 時～23 時：8,690 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 27,500 円 33,000 円 

月～木 ナイトタイム 5 時間パック 27,500 円 33,000 円 

月～木 終日貸切コース 55,000 円 66,000 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：6,050 円/時間 10 時～15 時：8,690 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 27,500 円 33,000 円 

金祝前日 終日貸切コース 60,500 円 66,000 円 

 
 
 

虎ノ門店 

月～木 標準料金 10 時～15 時：5,500 円/時間 
15 時～23 時：6,490 円/時間 

10 時～15 時：7,040 円/時間 
15 時～23 時：7,040 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 25,300 円 28,600 円 

月～木 ナイトタイム 5 時間パック 25,300 円 28,600 円 

月～木 終日貸切コース 50,600 円 57,200 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：5,500 円/時間 10 時～15 時：7,040 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 25,300 円 28,600 円 

金祝前日 終日貸切コース 53,900 円 57,200 円 



 

店舗名 プラン名 
 

改定前 改定後 

 
 

西新橋店 
 

月～木 標準料金 10 時～15 時：6,050 円/時間 10 時～15 時：8,690 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 27,500 円 33,000 円 

月～木 終日貸切コース 63,250 円 68,750 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：6,050 円/時間 10 時～15 時：8,690 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 27,500 円 33,000 円 

金祝前日 終日貸切コース 63,250 円 68,750 円 

 
 
 

赤坂 

月～木 標準料金 10 時～15 時：6,600 円/時間 
15 時～23 時：7,370 円/時間 

10 時～15 時：9,240 円/時間 
15 時～23 時：9,240 円/時間 

月～木 デイタイム 5 時間パック 29,700 円 35,200 円 

月～木 ナイトタイム 5 時間パック 29,700 円 35,200 円 

月～木 終日貸切コース 59,400 円 70,400 円 

金祝前日 標準料金 10 時～15 時：6,600 円/時間 10 時～15 時：9,240 円/時間 

金祝前日 デイタイム 5 時間パック 29,700 円 35,200 円 

金祝前日 終日貸切コース 64,900 円 70,400 円 


