
(8,000)

9,504

(32,000) (16,000) (192,000) (8,000)

38,016 19,008 228,096 9,504

(30,000)

71,280 35,640 427,680 17,820
90 84 144

(60,000) (30,000) (360,000)

374

●食事でのご利用は２時間まで無料とさせていただきます。但し、会場はご指定頂けません。

●展示会等の搬出入料は展示会料金 （１日分） のそれぞれ２０％ （前日２１：００以降搬入の場合） でございます。

　　但し、搬出入口 ・ 時間により料金は異なります。

●記載の料金は、２０１4年４月現在のものです。変更する場合がございますのでお申し込みの際にご確認ください。

(26,000) (13,000) (156,000) (6,500)

16,632 8,316 99,792 4,158

142,560 71,280 855,360 35,640

増1時間毎 増30分毎

食事

(15,000)

●※（ ） 内の料金は、「サービス料10％」と「消費税8％」を除いた料金となります。 

(120,000) (60,000) (720,000)
６階

 ケネディルーム 357.2 108.3 5.0 250 200 180

 ケネディルーム１/２ 180.2 54.6 5.0 120

展示会料金
（10:00～18:00）

㎡ 坪 ｍ 立食 会食 スクール シアター 2時間

１２階

 クロケットルーム 99.2 30.0 2.6 60

(192,000)

■サウスウイング

宴会場

面積 天井高 収容人数
会議料金

（9:00～17:00）

 スカーレットルーム 99.2 30.0 2.6 60 50 51 82
(32,000) (16,000)

(3,500)

47,520 23,760 285,120

50 51 82
38,016 19,008 228,096

(14,000) (7,000) (84,000)

(10,000)

15,444 185,328 7,722

(240,000)

18 30

 リンカーンボールルーム１/２ 130.0 39.0 5.0 80 60

30 61
30,888

 マディソンルーム 74.2 22.5 2.8

23,760

(480,000) (20,000)

11,880

増30分毎

132 254
95,040

(80,000)

47,520

(40,000)

570,240

食事

㎡ 坪 ｍ 立食 会食 スクール シアター

会議料金
（9:00～17:00） 展示会料金

（10:00～18:00）

天井高 収容人数

2時間 増1時間毎

平成26年4月1日～

60 110
(40,000) (20,000)

■ノースウイング

宴会場

面積

３階

 リンカーンボールルーム 5.0 160 140

 ワシントンルーム 43.6 13.2 2.7

259.9 78.8

35 30

16

宴会場面積 ・ 人数 ・ 会場料金 



　　※種類／①日本酒　②焼酎　③ウイスキー　④カクテル　⑤ワイン

　　●※（ ） 内の料金は、「サービス料10％」と「消費税8％」を除いた料金となります。

　　●記載の料金は、2014年4月現在のものです。変更する場合がございますのでお申込みの際にご確認ください。

ミネラルウォーター 259円 (240円)

サンドウィッチ 1,782円 (1,500円) ～

【イレギュラーメニュー 】 ※料金表には載せてません
　【A】・・・ビール、烏龍茶、ジュース

ペットボトル茶（350ml） 259円 (240円)

　　※ジュース／アップル、オレンジ

　【B】・・・【A】＋下記より 2種類

　【C】・・・【A】＋下記より 4種類

飲み放題 （2時間）

1,782円

伊勢エビのソテー 1,544円 (1,300円) ～

～フォアグラのステーキ 1,544円 (1,300円)ジュース（アップル・オレンジ） 475円 (400円)

2,257円 (1,900円)

2,732円 (2,300円)

焼酎 （ボトル） 4,158円 (3,500円)

スパークリングワイン （ボトル） 3,564円 (3,000円)

3,564円 (3,000円)

(1,500円)

ウイスキー （1杯） 832円 (700円)

ウイスキー （ボトル） 11,880円 (10,000円)

カクテル （1杯） 832円 (700円) ～

～ハウスワイン （ボトル） 3,564円 (3,000円)
～

天婦羅

(1,000円)～ワイン各種 （ボトル）
～ローストビーフ 1,544円 (1,300円)

牛肉のステーキ 1,188円

～

～(450円)

(450円)

535円

535円

～

～

アイスクリーム

シャーベット

【コーナーサービス （20名様より） 】　※宴会の人数分でお願いします～

～

～

～

ノンアルコールビール （小瓶） 594円 (500円) (900円)

713円

1,069円

1,069円

エビのチリソース

海鮮丼

(600円)

(900円)

鰻の柳川丼

～

【お飲物】 ～

～朝食 （宴会場利用） 2,138円 (1,800円) ～
～

594円

にぎり寿司

そば

鰹たたき

おでん

(500円)

(500円)

(500円)

594円

594円

(2,000円) ～
(500円)594円

お子様ランチ

～

ランチブッフェ ＜11:00～14:00＞ 4,158円 (3,500円) ～

ランチコース ＜11:00～14:00＞ 3,564円 (3,000円) ～
【オプションメニュー （20名様より） 】

コース料理 6,534円 (5,500円) ～ 2,160円 (2,000円)

～コーヒー （アイス・ホット）

紅茶 （アイス・ホット） 535円 (450円)

ケーキ 594円 (500円)

ケーキセット（コーヒー or 紅茶付き） 1,069円 (900円)

535円 (450円)(5,000円) ～

ビール （中瓶） 713円 (600円)

生ケーキ（4号）

ブッフェ料理 （イス付） 5,940円 (5,000円) ～

卓盛料理 （お座敷） 7,128円 (6,000円) ～

卓盛料理 5,940円 (5,000円) ～

松華堂弁当 ＜11:00～14:00＞ 3,564円 (3,000円) ～

2,376円

平成26年4月1日～

1,069円 (900円)

フライ 1,069円 (900円)

烏龍茶 475円 (400円)

日本酒 （温・１合） 594円 (500円)

日本酒 （冷・300ml） 1,188円 (1,000円)

焼酎 （1杯） 594円 (500円)

【お料理】 【コーヒー ・ 紅茶・ケーキ】

ブッフェ料理 （立食） 5,940円

料金のご案内 



～

　　●※（ ） 内の料金は、「サービス料10％」と「消費税8％」を除いた料金となります。

　　●記載の料金は、2014年4月現在のものです。変更する場合がございますのでお申込みの際にご確認ください。

～ペーパーバック ・大 378円 (350円)

～

レセプタント （浴衣・2時間）

レセプタント （浴衣・30分延長）

16,200円 (15,000円)

4,050円 (3,750円)

～ペーパーバック ・小

ペーパーバック ・中

162円 (150円)

270円 (250円)

～

レセプタント （洋装・2時間）

レセプタント （洋装・30分延長）

12,960円 (12,000円)

3,240円 (3,000円)

～

～胸リボン ・中

胸リボン ・大

432円 (400円)

540円 (500円)

756円 (700円)

エレクトーン使用料

エレクトーン奏者

(50,000円)54,000円

21,600円 (20,000円)

27,000円 (25,000円)

【司会 ・ 余興】

～

～

～

立看板 （900×1800）

吊看板 （700×4000）

垂幕看板 （850×3600）

胸リボン ・小

16,200円 (15,000円)

32,400円 (30,000円)

32,400円 (30,000円)

司会者

紙製看板 （610×2000）

紙製垂幕 （610×2000）

10,800円 (10,000円)

10,800円 (10,000円)
式次第 （900×1800）

音響 ・ 照明 （ピンスポット2台含む）

音響

43,200円 (40,000円)

27,000円 (25,000円)
胸リボン筆耕 ・中

胸リボン筆耕 ・大
～

(600円)

216円 (200円)

(200円)

～

216円

324円

～
～ ～

ビンゴ機材 （コンピューター）

席札 ・ 名札

招待状

メニュー表

216円 (200円)

432円 (400円)

324円 (300円) ～

～
録音 （120分）

ピンスポット1台 （機材のみ） 10,800円 (10,000円)
臨席表

胸リボン筆耕 ・小

648円

液晶ケーブル （ＲＧＢ）

レーザーポインター

譜面台

通信カラオケ

ビンゴ機材 （手動）

2,160円 (2,000円)

2,160円 (2,000円)

3,240円 (3,000円)

Ｏ．Ｈ．Ｐ

スライドプロジェクター

10,800円 (10,000円)

10,800円 (10,000円)
(150,000円)162,000円

142,560円スナップ写真 （約95カット）

ビデオ撮影 （120分）
～

液晶プロジェクター （ＰＣ対応） 27,000円 (25,000円) ～

スクリーン ・100インチ （1500×2000）

スクリーン ・200インチ （3000×4000）

5,400円 (5,000円)

10,800円 (10,000円)

21,600円

ビデオデッキ （ＶＨＳ） 1,944円

1,620円

　　　11～20名

　　　21～30名
ＤＶＤデッキ

テレビモニター32インチワイド 12,960円 (12,000円) 1,296円

1,080円

司会台 （600×450×H1020）

講演台 （1200×450×H1020）

3,240円 (3,000円)

5,400円 (5,000円)

(10,000円)

(15,000円)

【写真】　

ステージ１台 （1200×2400×H200/400）

金屏風 （１双）

ジョーゼット

壺花

松盆

(5,000円)

3,240円 (3,000円)

(3,000円)

(3,000円)

(15,000円)

卓上装花

贈呈用花束

スタンド花

16,200円 (15,000円)

16,200円 (15,000円)

(20,000円)

5,400円 (5,000円)

21,600円 (20,000円)

8,640円 (8,000円)

8,640円 (8,000円)

3,240円 (3,000円)

21,600円 (20,000円)

～

19,440円 (18,000円)

～

(300円)

～

～

　　　31～40名

　　　41名以上
～

デジタル2時間半仕上げ・キャビネサイズ （13×18cm）

(132,000円)

(1,800円)

(1,500円)

(1,200円)

(1,000円)

【印刷 ・ 筆耕】

平成26年4月1日～

3,240円

16,200円

10,800円

16,200円 ～

～

【機材 ・ 備品 ・ 装飾】 【装花】

2,160円 (2,000円)マイク1本 3,240円

～

～

～ピンマイク1本

ホワイトボード （850×1100）

5,400円

料金のご案内 
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