
高槻城公園芸術文化劇場の会館に合わせて、高槻現代劇場文化ホール・クロスパル高槻・生涯学習センターの

利用料金やの申込時期や方法が変わります。令和5年4月以降の利用分からが対象です。

ホール系施設 所定のエントリーシートで申し込みいただき利用調整を行います。

高槻現代劇場から高槻城公園芸術文化劇場へ

申込方法・申込期間

会館名称の変更

「高槻現代劇場 文化ホール」は、令和5年4月1日から「高槻城公園芸術文化劇場北館」になります。

チラシ等を作成する際はご注意ください。

ホール系施設の申込時期、申込方法が変更になっていますので、中ホールの利用の際はご注意ください。

高槻城公園芸術文化劇場南館は、令和5年5月から利用できます。

トリシマホール、中ホール 太陽ファルマテックホール、大スタジオ

抽選エントリー 利用月の１５か月前の月の５日～１５日 利用月の１３か月前の月の５日～１５日

本申込・支払い 利用月の１４か月前の月の1日～１５日 利用月の１２か月前の月の１日～１５日

先着順予約
利用月の１４か月前の３日～

利用日の１か月前まで
（仮予約は利用日の２か月前まで）

利用月の１２か月前の３日～
利用日の１か月前まで

（仮予約は利用日の２か月前まで）

中小スタジオ･会議室系施設 高槻市文化施設予約システムで抽選を行います。

南館 中スタジオ、小スタジオ 北館 レセプションルーム、展示室他

抽選エントリー 利用月の７か月前の月の１５日～末日

抽選 利用月の６か月前の月の１日（１月のみ４日）

利用確定 利用月の６か月前の月の３日～１０日（１月のみ６日～１０日）

本申込・支払い 利用月の６か月前の月の３日～１４日（１月のみ６日～１４日）

先着順予約
利用月の６か月前の月の３日～利用日当日まで
（インターネットでの予約は利用日の４日前まで）

利用料金

中ホール及び文化ホール第２和室の利用料金が変更になっています。

各施設の利用料金は別紙「高槻城公園芸術文化劇場利用料金表」をご覧ください。



利用料金の加算について

※入場料加算と営利加算の二重加算は行いません。

市内／市外 営利／非営利 入場料等の最高金額 加算 加算を含めた利用料金

市内

営利
0円～6,000円 10割 利用料金×2

6,001円以上 20割 利用料金×3

非営利

0円～3,000円 なし 利用料金のみ

3,001円～6,000円 10割 利用料金×2

6,001円以上 20割 利用料金×3

市外

営利
0円～6,000円 15割 利用料金×2.5

6,001円以上 25割 利用料金×3.5

非営利

0円～3,000円 5割 利用料金×1.5

3,001円～6,000円 15割 利用料金×2.5

6,001円以上 25割 利用料金×3.5

利用申請の変更･取消について

日程変更、取消ができる期間 還付率

ホール系施設 利用日の６ヶ月前まで ８割

中小スタジオ・会議室系施設 利用日の７日前まで ５割

※有料入場加算、営利加算、附属設備

利用料金は全額還付します。

日程変更、取消ができる期間 還付率

中ホール ３０日前まで ７割

会議室系施設 ７日前まで ７割

●文化ホールを、令和５年３月３１日までに利用される場合の取扱期間･還付率は下記の通りです。

期間･還付率が異なりますので、ご注意ください。

高槻現代劇場 TEL. 072-671-1061 ホームページ https://www.takatsuki-bsj.jp/theater/

クロスパル高槻 072-685-3721

生涯学習センター 072-674-7700

■ 市外者加算（現行と同じ）

利用者が市外居住者の場合は、利用料金の５割を加算します。

■ 有料入場加算（加算基準額と割合が変わります）

入場料その他これに類するものを徴収する場合は、金額に応じて利用料金の１０割又は２０割を加算します。

入場料等の金額に段階がある場合は、最高金額が基準額となります。

■ 営利加算（新たに適用されます）

商業宣伝、営業、商品･サービスの説明、展示又は販売やその他これらに類する目的を持って利用する場合は、

利用料金の１０割を加算します。

●加算適用後の利用料金一覧表

お問い合わせ

詳細は、各施設にお問い合わせください。（窓口･電話は9:00～17:15）



利用区分 午前 午後 夜間 全日 区分外

時間 9-12 13-17 18-22 9-22 （1時間当たり）

トリシマホール
全席利用

平日 33,000円 63,000円 84,000円 149,000円
4,700円

土日祝 42,000円 80,000円 105,000円 186,000円

トリシマホール
1階席のみ利用

平日 24,000円 45,000円 58,000円 104,000円
3,300円

土日祝 30,000円 56,000円 73,000円 130,000円

中ホール

平日 20,000円 38,000円 50,000円 88,000円
3,100円

土日祝 25,000円 48,000円 62,000円 111,000円

太陽ファルマテック
ホール

平日 9,000円 18,000円 24,000円 43,000円
1,000円

土日祝 12,000円 22,000円 30,000円 53,000円

大スタジオ

平日 9,000円 18,000円 24,000円 43,000円
700円

土日祝 12,000円 22,000円 30,000円 53,000円

ホール系施設

● 利用時間には、搬入･準備から後片付け･搬出までを含みます。

● 当館で行う催物の準備、練習のために利用する区分の利用料金は半額となります。

（当館での本番を伴わない練習等のみの場合や後片付け利用には適用されません。）

● 区分外料金とは、準備のために次の時間内を利用する場合の料金です。

① 8 時～9 時 ② 12 時～13 時 ③ 17 時～18 時

許可区分を超えて利用を延長した場合の利用料金は別になります。

● 利用料金には冷暖房利用料が含まれます。

● マイク･音響設備や映像機器等の附属設備利用料は含まれていません。

● 別途加算が入る場合があります。

加算については別紙「令和5年4月からの料金･申込方法等について)」をご参照ください

高槻城公園芸術文化劇場 利用料金表



利用料金（中小スタジオ･会議室系施設）

建物 階 室名
利用料金

（1時間につき）
備考

南館

Ｂ1階

中スタジオ1 2,570円 大スタジオの楽屋として利用する場合は無料です。

中スタジオ2 1,390円

中スタジオ3 1,210円

小スタジオ1 580円

小スタジオ2 470円

小スタジオ3 690円

1階

中スタジオ4 1,520円

小スタジオ4 600円

小スタジオ5 550円

小スタジオ6 730円

北館

2階 展示室全室
第1展示室 1,900円 ・展示室全室の利用料金は、第1展示室と第2展示室の料

金を合算した金額になります。

・展示のために引き続き3日以上利用する場合は別料金第2展示室 2,300円

3階

応接室 490円

会議室（ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾙｰﾑ） 5,810円

第1和室 1,100円

第2和室 300円

B2階 第1リハーサル室 460円

中ホール利用時の控室としてのみ貸出可能です。B1階 第2リハーサル室 1,220円

第3リハーサル室 790円

高槻城公園芸術文化劇場 利用料金表

■展示室を展示のために引き続き3日以上利用する場合の利用料金は下記の通りです。

利用料（1日につき）

１日目 2日目以降

第1展示室 24,090円 12,040円

第2展示室 29,330円 14,660円

展示室全室 53,420円 26,700円

● 利用時間には、搬入･準備から後片付け･搬出までを含みます。

● 利用料金には冷暖房利用料が含まれます。

● マイク･音響設備や映像機器等の附属設備利用料は含まれていません。

なお、展示室をマイク利用、音楽利用される場合は、全室でのみ可能です。

● 別途加算が入る場合があります。

加算については別紙「令和5年4月からの料金･申込方法等について)」をご参照ください


