
宴会場名 鳳凰 孔雀 千鳥 朱鷺 鶴 ＠GARDEN

5.7ｍ 5.7ｍ 5.7ｍ 5.7ｍ 5.7ｍ 5.5ｍ

600㎡ 400㎡ 200㎡ 200㎡ 200㎡ 200㎡

414名 234名 132名 132名 132名 ―

1000名 620名 300名 300名 300名 ―

700名 360名 180名 180名 180名 150名

400名 250名 120名 120名 120名 100名

会

食
２時間 ¥104,500 ¥71,500 ¥44,000 ¥44,000 ¥44,000

￥88,000（平日）
￥99,000（土日祭日）

￥55,000（平日）
￥66,000（土日祭日）

￥28,600（平日）
￥35,200（土日祭日）

￥17,600（平日）
￥20,900（土日祭日）

平　日 ¥792,000 ¥594,000 ¥308,000 ¥308,000 ¥308,000 ¥440,000

土・日・祝日 ¥930,600 ¥660,000 ¥385,000 ¥385,000 ¥385,000 ¥524,000

宴会場名 錦 欅 芙蓉 葵・蘭・橘 和室（４室） 悠久庵（和室）

天井高 3.0ｍ 3.2ｍ 2.7ｍ 2.7ｍ 2.4ｍ 2.4ｍ

面積 94㎡ 120㎡ 82㎡ 各33㎡ 各10畳 18畳

69名 80名 45名 21名 ― ―

114名 150名 80名 28名 ― ―

80名 100名 50名 30名 ― ―

60名 70名 40名 20名 8名 12名

会

食
２時間 ¥22,000 ¥27,500 ¥14,300 ¥8,800 ※和室をご利用の場合は、お問い合わせ

　ください

 ２時間 ¥38,500 ¥55,000 ¥33,000 ¥19,800 ― ―

延長1時間 ¥12,100 ¥18,150 ¥6,600 ― ―

延長30分 ¥7,260 ¥11,000

¥11,000

¥6,600 ¥3,850 ― ―

平　日 ¥165,000 ¥181,500 ¥145,200 ¥84,700 ― ―

土・日・祝日 ¥193,600 ¥220,000 ¥168,300 ¥95,700 ― ―

天井高

セミナー

シアター

ブッフェ

会

議

面積

料　金

会

議

展

示

会

料　金

室　料

 ２時間 ¥198,000 ¥132,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥77,000

延長1時間 ¥66,000 ¥47,300 ¥25,300 ¥25,300 ¥25,300

延長30分 ¥39,600 ¥28,600 ¥15,400 ¥15,400 ¥15,400

面積

収容人数

展

示

会

セミナー

シアター

ブッフェ

ディナー

面積

収容人数

ディナー

（消費税込み）

1. 上記室料は、原則として午前8時より午後10時までの使用料です。
2. ご利用時間が午前8時以前及び午後10時以降のご使用には室料の20％を加算させて頂きます。
3. 搬入・設営及び搬出の際のご使用量は、会議室料を適用させて頂きます。
4. 展示会等において、特殊照明及び機器等電気使用の場合及び仮設電話工事等の代金は実費を頂きます。
5. @GARDEN フィルハーモニーのご使用料は、@GARDEN会議室料を適用させて頂きます。
6.上記室料にサービス料（10％）を加算させて頂きます。

2022.10.15改訂



プロジェクター
2000 ANSIルーメン

プロジェクター
3000 ANSIルーメン
スクリーン（大） カラオケ機

200インチ （ビンゴ機能付）
スクリーン（小）

100インチ

横看板　5.0ｍホテル作成 ￥16,500 前　垂 ¥550
　〃　　5.0ｍ（外注） ¥27,500 席札（1名様） ¥55

横看板　7.0ｍホテル作成 ¥27,500 名札（1名様） ¥110
　〃　　7.0ｍ（外注） ¥38,500 名札　ケース付（1名様） ¥165

縦看板（外注） ￥25,300 L字席札（1名様） ¥110
会次第 ¥11,000 胸　花（1名様） ￥550～
懸垂幕 ¥11,000

備品名 料金 備品名 料金

卓上花 ￥2,200～ コンパニオン（1名2時間） ￥13,750～

壺生け花 ￥11,000～ 司会者 (打合せ費用は別途) ¥55,000

花　束 ￥3,300～ 案内状　１組 (30セット以上より) ￥440～

立　花 ￥16,500～ 筆耕代（宛名）１名様 ￥220～

グランドピアノ ¥22,000

調律代 ¥16,500

花・その他

集合写真（2Ｌ）１枚

当日仕上げ（21枚～）
※枚数により料金が変わります。

¥1,650～

※横・縦看板はサイズにより、コンパニオンは派遣会社・時間により料金が異なる場合がございます。
詳しくは、お問い合わせください。

※当ホテルでは、各種料金に別途サービス料10％を加算させていただいております。

￥5,500～

録  音 ¥2,200

¥3,300

¥11,000

¥2,200

録  音（テープ込）

ホワイトボード

備品

¥11,000

¥33,000

¥22,000

¥11,000

VTR・DVDデッキ

設備

設備・備品料金　 　（税込み・サービス料別）

備品名 料金 備品名 料金


