
立演台＆司会台、 会場前看板、 冷水タンク、 ハンガーラック、 ごみ箱、 無線 LAN、 スタンド （マイク用）、 受付テーブル会場内設備 （無料）
主婦会館 プラザエフ

レイアウト フロアマップ

※上記の本体価格に加えて別途消費税を頂戴いたします。

 ■ 会議室料（税別）

東京都千代田区六番町 15　　☎ 03-3265-8111※当館は、 1Ｆ喫煙スぺースを除き、 全敷地が禁煙です。

※上記の本体価格に加えて別途消費税を頂戴いたします。

B2　クラルテ （175 ㎡）

面積 ： 175 ㎡

天井の高さ ： 470ｃｍ

スクール型 ： 117 名または 156 名※（３名掛け）

ロの字型 ： 72 名 （３名掛け）

天井高 4.7 メートル、 映像設備と同時通訳ブースを備え、 国際会議も対応可能です。
照明デザイナー石井幹子氏による光の演出も施されており、 華やかな宴席も演出できる当館自慢のスペースです。
株主総会、 記者会見にも最適です。

B2 175㎡
■ 天吊りプロジェクターと 170 インチ相当の投影対応壁を完備しております。

音響機器　　　　　プロジェクター投影対応壁156 名の場合

ロの字型　72 名の場合

117 名の場合

スクール型　　　※156 名の場合、 通路が狭くなります。

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円

［備品］
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

［同時通訳システム料金］

クラルテ
175 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

階段

※上記の本体価格に加えて別途消費税を頂戴いたします。

9:00～12:00 　［83,000］          13:00～16:00　［88,000］ 

9:00～16:00 ［160,000］          13:00～17:00［110,000］

9:00～17:00 ［176,000］          18:00～21:00［106,000］

                                                追加（1時間毎）［33,000］

［クラルテ専用備品］
マルチメディアプロジェクター　　　　　　　　　　　　25,000円

　
同時通訳本体機器料金（設営撤去、技術者2名込）　140,000円～
レシーバー（1個）　　　　　　　　　　　　　　　　　　900円
デジタル録音　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000円

3F　ソレイユ （85 ㎡）

面積 ： 85 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール型 ： 67 名 （３名掛け）

ロの字型 ： 42 名 （３名掛け）

明るい雰囲気の会場です。 窓からは四ツ谷駅前の緑豊かな景色も見渡せます。

 9:00～12:00 ［42,000］           13:00～16:00［48,000］  

9:00～16:00 ［85,000］          13:00～17:00［60,000］

 9:00～17:00 ［93,000］           18:00～21:00［56,000］

                                                追加（1時間毎）［16,000］

3F 85㎡

スクール型　67 名の場合 ロの字型　42 名の場合

EV EV

EV ホール

階段
展示室

主婦連合会
事務局

コスモス
78 ㎡

ソレイユ
（主婦連会議室）

85 ㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

音響機器

3F　コスモス （78 ㎡）

面積 ： 78 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール形式 ： 60 名 （３名掛け）

ロの字 ： 36 名 （３名掛け）

落ち着いた雰囲気の会場は社内会議、 セミナー、 同窓会などにおすすめです。

 9:00～12:00 ［35,000］           13:00～16:00［41,000］ 

9:00～16:00 ［70,000］          13:00～17:00［52,000］

 9:00～17:00 ［77,000］           18:00～21:00［46,000］

                                                追加（1時間毎）［13,000］

3F 78㎡

スクール型　60 名の場合 ロの字型　36 名の場合

EV EV

EV ホール

階段
展示室

ソレイユ
（主婦連会議室）

85 ㎡

主婦連合会
事務局

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

コスモス
78 ㎡

音響機器

4F　エミール （23 ㎡）

面積 ： 23 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール型 ： 15 名 （３名掛け）

ロの字型 ： 14 名 （３名掛け）

4F 23㎡SMP

社内会議、 面接会場、 控室など、 少人数での利用に適しています。

 9:00～12:00 ［22,000］           13:00～16:00［25,000］

 9:00～16:00 ［44,000］           13:00～17:00［31,000］

 9:00～17:00 ［50,000］           18:00～21:00［28,000］ 

                                                追加（1時間毎）［8,000］

スクール型　15 名の場合

プロジェクター投影対応壁

ロの字型　　14 名の場合

マドレーヌ
17 ㎡

ロワール
17 ㎡

シャトレ
90 ㎡

アイリス
18 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

エミール
23 ㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～

［備品］

会場前看板、 冷水ピッチャー、 ハンガーラック、 ごみ箱、 無線 LAN

4F　アイリス （18 ㎡）

面積 ： 18 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

ロの字 ： 12 名 （３名掛け）

少人数での社内会議、 面接会場、 控室など、 さまざまな用途にご利用いただける、 二重にドアがあるお部屋です。

 9:00～12:00 ［18,000］          13:00～16:00［21,000］

 9:00～16:00 ［37,000］          13:00～17:00［25,000］

 9:00～17:00 ［41,000］           18:00～21:00［25,000］ 

                                                追加（1時間毎）［7,000］

4F 18㎡SMP

マドレーヌ
17 ㎡

ロワール
17 ㎡

シャトレ
90 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

エミール
23 ㎡

アイリス
18 ㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～

［備品］

ロの字型　　12 名の場合

会場前看板、 冷水ピッチャー、 ハンガーラック、 ごみ箱、 無線 LAN

4F　ロワール （17 ㎡）

面積 ： 17 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

ロの字型 ： 12 名 （３名掛け）

面接会場、 控室などにご利用いただけます。

 9:00～12:00 ［14,000］          13:00～16:00［17,000］

 9:00～16:00 ［30,000］          13:00～17:00［20,000］

 9:00～17:00 ［33,000］           18:00～21:00［22,000］ 

                                                追加（1時間毎）［6,000］

4F 17㎡SMP

階段

マドレーヌ
17 ㎡

ロワール
17 ㎡

シャトレ
90 ㎡

アイリス
18 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

エミール
23 ㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～

［備品］

プロジェクター投影対応壁

ロの字型　　8 名の場合

会場前看板、 冷水ピッチャー、 ハンガーラック、 ごみ箱、 無線 LAN

4F　マドレーヌ（17 ㎡） 面接会場、 控室などにご利用いただけます。

 9:00～12:00 ［14,000］          13:00～16:00［17,000］

 9:00～16:00 ［30,000］          13:00～17:00［20,000］

 9:00～17:00 ［33,000］           18:00～21:00［22,000］ 

                                                追加（1時間毎）［6,000］

面積 ： 17 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

ロの字型 ： 12 名 （３名掛け）

4F 17㎡SMP

マドレーヌ
17 ㎡

ロワール
17 ㎡

シャトレ
90 ㎡

アイリス
18 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

エミール
23 ㎡

ロの字型　　12 名の場合

プロジェクター投影対応壁

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～

［備品］

会場前看板、 冷水ピッチャー、 ハンガーラック、 ごみ箱、 無線 LAN

4F　シャトレ （90 ㎡）

面積 ： 90 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール形式 ： 69 名 （３名掛け）

ロの字 ： 42 名 （３名掛け）

4F 90㎡

四ツ谷駅の緑を間近に感じられ、 使い勝手がよい会場です。

 9:00～12:00  ［50,000］          13:00～16:00［54,000］

 9:00～16:00  ［99,000］          13:00～17:00［69,000］

 9:00～17:00［109,000］           18:00～21:00［66,000］

                                                追加（1時間毎）［18,000］

ロの字型　42 名の場合スクール型　69 名の場合

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

マドレーヌ
17 ㎡

ロワール
17 ㎡

アイリス
18 ㎡

EV
EV

EV ホール

階段

エミール
23 ㎡

シャトレ
90 ㎡

音響機器

7F　カトレア （235 ㎡）

面積 ： 235 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール形式 ： 183 名 （３名掛け）

ロの字 ： 78 名 （３名掛け）

7F 235㎡

講演会や会議とセットとなるご宴会はもちろんのこと、 祝賀会や同窓会など、 華やかな空間を演出いたします。

9:00～12:00  ［99,000］          13:00～16:00［105,000］　

9:00～16:00［193,000］          13:00～17:00［132,000］

9:00～17:00［209,000］          18:00～21:00［121,000］ 

                                                追加（1時間毎）［35,000］

スクール型　183 名の場合 ロの字型　78 名の場合

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

カトレア
235 ㎡

EV
EV

EV ホール

■ 前方中央と会場中頃に天吊りプロジェクターとスクリーンを完備しております。

■ 壁紙 ( 一部を除く） がマグネット対応となっており、 掲示も簡単に行なえます。

音響機器　　　　　天吊りスクリーン　　　　　マグネット対応壁

［カトレア専用備品］

［同時通訳システム料金］

レーザープロジェクター・スクリーン3点セット　　　　　　25,000円
後方プロジェクター・スクリーン2点セット　　　　　　 10,000円

　
同時通訳本体機器料金（設営撤去、技術者2名込）　140,000円～
レシーバー（1個）　　　　　　　　　　　　　　　　　　900円
デジタル録音　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000円

※上記の本体価格に加えて別途消費税を頂戴いたします。

８F　パンジー （64 ㎡） 会議、 セミナーなど、 さまざまな用途に合わせたご利用が可能です。

面積 ： 64 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール型 ： 47 名 （３名掛け）

ロの字型 ： 30 名 （３名掛け）

SMP 8F 64㎡

 9:00～12:00 ［32,000］           13:00～16:00［35,000］

9:00～16:00 ［64,000］          13:00～17:00［44,000］

 9:00～17:00 ［69,000］           18:00～21:00［42,000］

                                                追加（1時間毎）［12,000］

スクール型  47 名の場合 ロの字型  30 名の場合

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

階段

EV
EV

EV ホール
パンジー
64 ㎡

スイセン
135 ㎡

音響機器

８F　スイセン （135 ㎡）

面積 ： 135 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール形式 ： 93 名 （３名掛け）

ロの字 ： 54 名 （３名掛け）

総会やセミナーなどにもご利用いただける、 ゆったりとした会場です。
眺望豊かな空間は、 ご宴席にも最適です。

 9:00～12:00 ［66,000］          13:00～16:00［69,000］ 

 9:00～16:00［127,000］          13:00～17:00［88,000］

 9:00～17:00［139,000］           18:00～21:00［84,000］ 

                                                追加（1時間毎）［23,000］

スクール型　　93 名の場合 ロの字型　　54 名の場合

8F 135㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

階段

EV
EV

EV ホール
パンジー
64 ㎡

スイセン
135 ㎡

音響機器

9F　スズラン （230 ㎡）

面積 ： 230 ㎡

天井の高さ ： 270ｃｍ

スクール型 ： 168 名 （３名掛け）

ロの字型 ： 72 名 （３名掛け）

最上階に位置し、 眺望が美しい大会場。 晴れた日には富士山まで見渡すことができます。 
当館最大のカトレアと併せた会議 ・ 宴会のご利用も可能です。

9F 230㎡

9:00～12:00  ［94,000］          13:00～16:00 ［99,000］

9:00～16:00［182,000］          13:00～17:00［127,000］

9:00～17:00［198,000］          18:00～21:00［116,000］ 　

                                                追加（1時間毎）［33,000］

スクール型　168 名の場合　 ロの字型　72 名の場合　

バルコニー

EV
EV

EV ホール

階段

スズラン
230 ㎡

［ご飲食］
コーヒー・紅茶（ホット・アイス）　　　　380円
コーヒー・紅茶ポット（12杯分）　　　2,800円
ウーロン茶・ジュース（グラス）　　　　380円
日本茶ポット（約20杯分）　　　　　　500円
ペットボトル（各種）350ml　　　　　　220円
ペットボトル（各種）500ml　　　　　　280円

お弁当（1段）　　　　　1,650円・2,200円～
お弁当（2段）　　　　　2,750円・3,300円～
お弁当（1段・セルフ、汁物・茶なし）　1,200円
サンドイッチ・仕出し弁当　　　　　　　　　
　　　　　（セルフ、汁物・茶なし）  　713円～
　　　　　　　※別途手数料が発生します。
ケーキ（各種）　　　　　　　　　　440円～

有線マイク　　　　　　　　　　　　  1,000円
ワイヤレスマイク　　　  　　　　　　　2,000円
ピンマイク　　　　　　　　　　　　   2,500円
ノートパソコン　　　　　　　　　 　　 5,000円
１２０インチスクリーン　　　　　　　　  3,000円
１００インチスクリーン　　　　　　　　  2,000円
液晶プロジェクター（PCコード1本付）　  15,000円
ワイヤレススイッチャー　　　　　　　　5,000円

［備品］
ＰＣコード（D-Sub15ピンまたはHDMI）　1,000円
ブルーレイ・DVDプレイヤー　　　　　 2,000円
音声特殊コード　　　　　　　　　　  1,000円
白板（マーカー付）　　　　　　　　　   1,500円
ICレコーダー（データをUSBでお渡し）　　2,000円
テーブルクロス　　　　　　　　　　　400円～
ポータブルステージ（3枚目から）　　　　3,000円
吊看板（60㎝×360㎝）　　　　 　 18,000円～

音響機器　　　　　天吊りスクリーン

■ 前方中央と会場中頃に天吊りプロジェクターとスクリーンを完備しております。

［スズラン専用備品］

［同時通訳システム料金］

レーザープロジェクター・スクリーン3点セット　　　　　　25,000円
後方プロジェクター・スクリーン2点セット　　　　　　 10,000円

　
同時通訳本体機器料金（設営撤去、技術者2名込）　140,000円～
レシーバー（1個）　　　　　　　　　　　　　　　　　　900円
デジタル録音　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,000円

※上記の本体価格に加えて別途消費税を頂戴いたします。


