
平成２８年 ９月 吉日 

 

 

 

 

 

料金改定のお知らせ 
 

 

 

平素はマーシャルウィークリーをご利用いただき誠にありがとうございます。 

ご承知のように以前より電気・水道料等の値上げがあった中、弊社では 

コスト削減に努め料金は据え置きとしておりました。 

しかしながら現状維持が難しい状況となり、誠に心苦しいご報告ではありま

すが、平成２８年１０月より別紙のとおり料金を改定させていただきます。 

 

スタッフ一同、より良いサービスのご提供に努めてまいりますので、 

諸事情をご理解、ご寛容の上、今後とも変わらぬご愛顧のほどをどうぞ 

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーシャルウィークリー 

☎011-252-7081 



物件名

部屋タイプ シングル

利⽤⼈数 ⼤⼈１名 ⼤⼈１名 ⼤1名+⼩1名 ⼤⼈２名 ⼤⼈１名 ⼤1名+⼩1名 ⼤1名+⼩2名 ⼤⼈２名 ⼤2名+⼩1名 ⼤⼈３名

利⽤料⾦ ¥2,500 ¥3,050 ¥3,590 ¥4,130 ¥6,000 ¥6,540 ¥7,080 ¥7,080 ¥7,620 ¥8,160
⽔道光熱費 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥756 ¥864 ¥972 ¥972 ¥1,080 ¥1,188

１泊料⾦ ¥3,256 ¥3,806 ¥4,454 ¥5,102 ¥6,756 ¥7,404 ¥8,052 ¥8,052 ¥8,700 ¥9,348

１週間（６泊） ¥19,536 ¥22,836 ¥26,724 ¥30,612 ¥40,536 ¥44,424 ¥48,312 ¥48,312 ¥52,200 ¥56,088

利⽤料⾦ ¥1,980 ¥2,630 ¥3,170 ¥3,710 ¥5,500 ¥6,040 ¥6,580 ¥6,580 ¥7,120 ¥7,660
⽔道光熱費 ¥756 ¥756 ¥864 ¥972 ¥756 ¥864 ¥972 ¥972 ¥1,080 ¥1,188

１泊料⾦ ¥2,736 ¥3,386 ¥4,034 ¥4,682 ¥6,256 ¥6,904 ¥7,552 ¥7,552 ¥8,200 ¥8,848

１ヵ⽉（30泊） ¥82,080 ¥101,580 ¥121,020 ¥140,460 ¥187,680 ¥207,120 ¥226,560 ¥226,560 ¥246,000 ¥265,440

◆ご宿泊は最低６泊７⽇から。それ以上は任意の⽇数でご利⽤できます。３０泊以上からは、割引料⾦の適⽤となります。

◆シングルのお部屋は１名様、ダブルのお部屋は２名様、トリプルのお部屋は３名様までご宿泊可能です。既定⼈数を越えるご宿泊はお受けできません。

◆追加宿泊料⾦は⼤⼈（中学⽣以上）1,080円、⼦供（⼩学⽣）540円、幼児（⼩学⽣未満）無料となっております。また１名追加ごとに⽔道光熱費を１０８円/１泊頂戴します。

◆冬期間（11⽉〜3⽉）は暖房料⾦として1室200円/1泊頂戴いたします。

◆利⽤開始⽇の前⽇から起算し、遡って7⽇前以前に解約する場合は1万円、6⽇以内に解約する場合は2万円のキャンセル料がかかります。

◆利⽤開始⽇以降のキャンセルは予約残⽇数料⾦の半額をいただきます。但し、１か⽉分を上限とします。

マンスリー料⾦（３０泊以上）

ダブル トリプル

≪ご利⽤料⾦⼀覧≫ 2016.10.1〜

マーシャルウィークリー１４

ウィークリー料⾦（６泊〜２９泊）



物件名

部屋タイプ

利⽤⼈数 ⼤⼈１名 ⼤1名+⼩1名 ⼤⼈２名

利⽤料⾦ ¥4,000 ¥4,540 ¥5,080
⽔道光熱費 ¥756 ¥864 ¥972
布団リース代 ¥540 ¥540

１泊料⾦ ¥4,756 ¥5,944 ¥6,592

１週間（６泊） ¥28,536 ¥35,664 ¥39,552

利⽤料⾦ ¥3,440 ¥3,980 ¥4,520
⽔道光熱費 ¥756 ¥864 ¥972
布団リース代 ¥540 ¥540

１泊料⾦ ¥4,196 ¥5,384 ¥6,032

１ヵ⽉（30泊） ¥125,880 ¥161,520 ¥180,960

◆ご宿泊は最低６泊７⽇から。それ以上は任意の⽇数でご利⽤できます。３０泊以上からは、割引料⾦の適⽤となります。

◆シングルのお部屋は１名様、ダブルのお部屋は２名様、トリプルのお部屋は３名様までご宿泊可能です。既定⼈数を越えるご宿泊はお受けできません。

◆追加宿泊料⾦は⼤⼈（中学⽣以上）1,080円、⼦供（⼩学⽣）540円、幼児（⼩学⽣未満）無料となっております。また１名追加ごとに⽔道光熱費を１０８円/１泊頂戴します。

◆冬期間（11⽉〜3⽉）は暖房料⾦として1室200円/1泊頂戴いたします。

◆利⽤開始⽇の前⽇から起算し、遡って7⽇前以前に解約する場合は1万円、6⽇以内に解約する場合は2万円のキャンセル料がかかります。

◆利⽤開始⽇以降のキャンセルは予約残⽇数料⾦の半額をいただきます。但し、１か⽉分を上限とします。

ウィークリー料⾦（６泊〜２９泊）

マンスリー料⾦（３０泊以上）

≪ご利⽤料⾦⼀覧≫ 2016.10.1〜

マーシャルウィークリー⼤通
分譲タイプ（約２８㎡）



物件名

部屋タイプ
⼤⼈２名 ⼤2名+⼩1名 ⼤⼈３名 ⼤⼈５名 ⼤4名+⼩1名 ⼤3名+⼩2名 ⼤2名+⼩3名 ⼤1名+⼩4名

⼤1名+⼩2名 ⼤1名+⼩3名 ⼤2名+⼩2名

利⽤料⾦ ¥7,580 ¥8,390 ¥9,200 ¥10,010 ¥10,820 ¥11,630 ¥12,440 ¥14,600 ¥13,250 ¥12,440 ¥11,630 ¥10,820
⽔道光熱費 ¥756 ¥864 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,512 ¥1,404 ¥1,296 ¥1,188
布団リース代 ¥540 ¥540 ¥540 ¥540 ¥540

１泊料⾦ ¥8,336 ¥9,254 ¥10,172 ¥11,090 ¥12,008 ¥12,926 ¥13,844 ¥16,760 ¥15,302 ¥14,384 ¥13,466 ¥12,548

１週間（６泊） ¥50,016 ¥55,524 ¥61,032 ¥66,540 ¥72,048 ¥77,556 ¥83,064 ¥100,560 ¥91,812 ¥86,304 ¥80,796 ¥75,288

利⽤料⾦ ¥6,660 ¥7,470 ¥8,280 ¥9,090 ¥9,900 ¥10,710 ¥11,520 ¥13,140 ¥12,330 ¥11,520 ¥10,710 ¥9,900
⽔道光熱費 ¥756 ¥864 ¥972 ¥1,080 ¥1,188 ¥1,296 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,512 ¥1,404 ¥1,296 ¥1,188
布団リース代 ¥540 ¥540 ¥540 ¥540 ¥540

１泊料⾦ ¥7,416 ¥8,334 ¥9,252 ¥10,170 ¥11,088 ¥12,006 ¥12,924 ¥15,300 ¥14,382 ¥13,464 ¥12,546 ¥11,628

１ヵ⽉（30泊） ¥222,480 ¥250,020 ¥277,560 ¥305,100 ¥332,640 ¥360,180 ¥387,720 ¥459,000 ¥431,460 ¥403,920 ¥376,380 ¥348,840

◆ご宿泊は最低６泊７⽇から。それ以上は任意の⽇数でご利⽤できます。３０泊以上からは、割引料⾦の適⽤となります。

◆最⼤で５名様までご利⽤可能です。（ソファーベッドをご利⽤いただきます）６名以上でのご宿泊はできません。

◆追加宿泊料⾦は⼤⼈（中学⽣以上）1,080円、⼦供（⼩学⽣）540円、幼児（⼩学⽣未満）無料となっております。また１名追加ごとに⽔道光熱費を１０８円/１泊頂戴します。

◆冬期間（11⽉〜3⽉）は暖房料⾦として1室200円/1泊頂戴いたします。

◆利⽤開始⽇の前⽇から起算し、遡って7⽇前以前に解約する場合は1万円、6⽇以内に解約する場合は2万円のキャンセル料がかかります。

◆利⽤開始⽇以降のキャンセルは予約残⽇数料⾦の半額をいただきます。但し、１か⽉分を上限とします。

ウィークリー料⾦（６泊〜２９泊）

マンスリー料⾦（３０泊以上）

≪ご利⽤料⾦⼀覧≫ 2016.10.1〜

マーシャルウィークリー札幌医⼤前
ハイグレードタイプ（２ＬＤＫ・約５５㎡）

利⽤⼈数 ⼤⼈１名 ⼤1名+⼩1名 ⼤3名+⼩1名 ⼤⼈４名 布団リース（１名）＋\540


