
グランドホール ［別館2階］

設備その他

規模・面積・収容人数

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

グランドホール

用途 国際会議、カンファレンス、会社設立、周年記念日の式典などの大型催事等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 3口、WiFi環境あり

常設コンセント 壁面100V・20A 5回路 24ヶ所

供給可能電力 3φ、4W（182/105）60kW、3φ、3W（200V）60kW

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 セリ上がりステージ（油圧式）
間口7,200m/m 奥行2,400m/m 高さ900m/m

照明設備 会場照明、調光装置完備
クセノンピンスポット（2台+2台）、ライトバトン ６回路×４本
ローホリゾンライト1列、アッパーホリゾンライト1列
LEDスポットライト18台

音響設備 スピーカーシステム
（移動式メインスピーカー４台、フォールドバックスピーカー４台、場内天井スピーカー22台）
ワイヤレスマイク4台、CDプレーヤー２台、MDプレーヤー２台、音声ミキサー装置 1台
インカム設備有り（子機４台）

搬入設備 搬入エレベーター 制限重量2,500kg
［籠内］間口2,500m/m、奥行3,000m/m、高さ2,575m/m
［扉］間口2,300m/m、高さ2,375m/m

東

西

全室

6

6

6

324
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760

98

115

230

220

250

530

250

350

1000
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192

468

338

390

900



金　枝 ［本館2階］

設備その他

規模・面積・収容人数

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

金枝

用途 格式のある正餐スタイルのパーティから各種式典や講演会、ご婚礼等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 4口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 3回路 6kVA、C型 2回路 4kVA

供給可能電力 1φ、3W（200/100）60kW、3φ3W（200V）50kW

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 会場照明、調光装置完備
クセノンピンスポット 500W ２台、ライトバトン３回路×４本、４回路×２本
ローホリゾンライト1列、アッパーホリゾンライト1列
LEDスポットライト10台

音響設備 スピーカーシステム
（吊下げメインスピーカー4台、フォールドバックスピーカー2台、場内天井スピーカー18台）
ワイヤレスマイク2台、CDプレーヤー３台、MDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台
インカム設備有り（子機2台）

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

5.5 449 136 320 400 288 440



GINSEN ［東館3階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

GINSEN

用途 企業講演会やパーティー、ご婚礼等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 3口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 4回路 8kVA、C型 8回路 16kVA

供給可能電力 一般コンセント 20A 4回路
無台照明コンセント 20A×8系統

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 会場照明、調光装置完備
壁面間接照明/14灯
LEDピンスポット2台
LEDカラーライティングウォール/50W 20灯

音響設備 吊下げメインスピーカー2台
ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー２台、MDプレーヤー２台、音声ミキサー装置 1台
インカム設備有り（子機１台）

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

3 283 86 192 210 144 300

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



玉　葉 ［東館3階］

設備その他

規模・面積・収容人数

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

玉葉

用途 格式のある正餐スタイルのパーティから各種式典や講演会、ご婚礼等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 2口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 3回路 6kVA、C型 4回路 8kVA

供給可能電力 1φ、3W（200/100）15kW

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 ハロゲンピンスポット500W２台
シャンデリア2基及びダウンライント調光可

音響設備 吊下げメインスピーカー2台
ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台
有線マイク6台まで使用可

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

3.2 206 62 140 150 96 220

ブッフェスタイルディナースタイル



新　緑 ［本館3階］

設備その他

規模・面積・収容人数

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

新緑

用途 企業懇親会や各種会合等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 2口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 4回路 8kVA

供給可能電力 3φ、200V 5kVA、1φ、100V 10kVA

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 会場照明、調光装置完備
シーリングスポット8回路

音響設備 スピーカーシステム（メインスピーカー2台、場内天井スピーカー6台）
ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.8 172 52 120 140 88 168



紅　葉 ［本館3階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

紅葉

用途 企業懇親会や各種会合等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 2口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 1回路 2kVA

供給可能電力 3φ、200V 5kVA、1φ、100V 10kVA

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 会場照明、調光装置完備
シーリングスポット8回路

音響設備 スピーカーシステム（メインスピーカー2台、場内天井スピーカー6台）
ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.8 149 45 96 120 72 144

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



涼　風 ［本館3階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

涼風

用途 企業懇親会や各種会合等

空調設備 完備（専用空調機）

通信設備 専用LAN配線 4口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行2回路　4kVA

供給可能電力 100ｖ　20A　3回路、200ｖ　単相３相兼用50A

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 LEDダウンライト７系統、スポット用配線レール
８チャンネルシーンコントローラー

音響設備 スピーカーシステム（場内天井スピーカー４台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

最高部3.15 123 37 72 80 48 100

レイアウト例
シアタースタイル ロの字スタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



グランシェフ ［別館1階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

グランシェフ

用途 企業講演会やパーティー、展示会等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 2口

常設コンセント 平行 3回路 6kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 仮設ステージ

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

最高部2.9 141 43 60 70 48 70

レイアウト例
スクールスタイル ロの字スタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



こまくさ ［別館4階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

こまくさ

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.5 110 33 60 80 48 72

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



ひなげし ［別館4階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

ひなげし

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会、ご法要等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.5 92 28 50 60 40 60

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



はまなす ［別館4階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

はまなす

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.5 83 25 48 60 32 54

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



すずらん ［別館4階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

すずらん

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 音響設備無し

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.5 78 24 14 30 対象外 対象外



青雲 ［東館17階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

青雲

用途 各種会合やパーティー、ご婚礼等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 1回路 2kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.45 121 37 60 80 52 120

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



白雲 ［東館17階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

白雲

用途 各種会合やパーティー等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 1回路 2kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（吊下げメインスピーカー4台）、ワイヤレスマイク2本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.45 83 25 40 60 32 90

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



層雲 ［東館17階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

層雲

用途 各種会合やパーティー等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 スピーカーシステム（場内天井スピーカー２台）、ワイヤレスマイク１本
CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.45 73 22 40 50 28 72

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル



旭 ［東館17階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

旭

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会、お祝い事等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 1回路 2kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 音響設備無し

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.45 46 14 11 対象外 対象外 対象外



曙 ［東館17階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

曙

用途 プライベートなお集まりや記念日でのお食事会、お祝い事等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 1口、WiFi環境あり

常設コンセント 平行 2回路 4kVA

供給可能電力 なし

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 室内調光設備あり

音響設備 音響設備無し

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

2.45 42 13 10 対象外 対象外 対象外



クリスタルホール ［東館地下1階］

設備その他

規模・面積・収容人数

会場名 天井高
（m）

面積

m² 坪 ディナー ブッフェ スクール シアター

収容人員

クリスタルホール

用途 展示会・即売会をはじめ、新商品の発表会、イベント、各種パーティー等

空調設備 完備

通信設備 専用LAN配線 5口

常設コンセント 100［V］ 20［A］×10系統

供給可能電力 東盤：3φ3W 200［V］ 100［A］、3φ3W 200［V］ 75［A］
西盤：1φ3W 100/200［V］ 150［A］、1φ3W 100/200［V］ 100［A］

床面仕上 全面カーペット敷き

舞台設備 なし

照明設備 会場照明（一部調光可）、ライティングダクト

音響設備 常設スピーカー（メインスピーカー2台）
ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー１台、音声ミキサー装置 1台

搬入設備 西5丁目側スロープより搬出入

中央部2.7
周囲2.4 312 ー 192 220 104 240

レイアウト例
シアタースタイル スクールスタイル

ディナースタイル ブッフェスタイル

倉庫 倉庫 倉庫

倉庫 倉庫


