
【フェスティバルスイート】　基本レイアウト例  　カンファレンスルーム　（スクール） 1/5

面積：  78.8 ㎡（23.8 坪）
形式：  スクール
席数：  30 席（10 本）

面積：  79.0 ㎡（23.9 坪）
形式：  スクール
席数：  30 席（10 本）

面積：  156.2 ㎡（47.2 坪）
形式：  スクール
席数：  84 席（28 本）

①ソレイユ 面積：  318.5 ㎡（96.3 坪）
形式：  スクール
席数：  168 席（56 本）

カンファレンスルーム全室

A

②ルーナ

③エトワール＋④シエル

面積：  235.1 ㎡（71.1 坪）
形式：  スクール
席数：  120 席（40 本）

②ルーナ＋③エトワール＋④シエル
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スクール机:1800×600　
プロジェクター:8000lm（昇降式）
スクリーン:120インチ（昇降式）



面積：  78.8 ㎡（23.8 坪）
形式：  コの字
席数：  30 席（10 本）

面積：  79.0 ㎡（23.9 坪）
形式：  シアター
席数：  42 席

面積：  156.2 ㎡（47.2 坪）
形式：  シアター
席数：  96 席

面積：  318.5 ㎡（96.3坪）
形式：  シアター
席数：  204 席

カンファレンスルーム全室

面積：  235.1 ㎡（71.1 坪）
形式：  シアター
席数：  144 席

【フェスティバルスイート】　基本レイアウト例  　カンファレンスルーム　（シアター） 2/5A

①ソレイユ

②ルーナ

③エトワール＋④シエル

②ルーナ＋③エトワール＋④シエル

島型

30
ロの字

(10本)

54 (18本)

(シアター ・ 他)

28
.8
 m

スクリーン:120インチ（昇降式）

スクール机:1800×600　
プロジェクター:8000lm（昇降式）



面積：  78.8 ㎡（23.8 坪）
形式：  パーティー（宴会）
席数：  36 席（6卓）

面積：  156.2 ㎡（47.2 坪）
形式：  パーティー（宴会）
席数：  72 席（12 卓）

面積：  318.5 ㎡（96.3坪）
形式：  
席数：  144 席（24 卓）

カンファレンスルーム全室

面積：  235.1 ㎡（71.1 坪）
形式：  パ パー ーテ ティ ィー ー（宴会） （宴会）
席数：  108 席（18 卓）

【フェスティバルスイート】　基本レイアウト例  　カンファレンスルーム　 5/3）会宴・ーィテーパ（A

①ソレイユ

③エトワール＋④シエル

②ルーナ＋③エトワール＋④シエル

/テーブルシェア 着席 )

③エトワール+④シエル

面積： 156.2 ㎡ (47.2坪)
形式： パーティ(テ-ブルシェア)
席数： 48 席　( 8卓 )

②ルーナ③エトワール+④シエル

面積： 235.1 ㎡ (71.1坪)
形式： パーティ(テ-ブルシェア)
席数： 84 席　( 14卓 )

カンファレンスルーム全室

面積： 318.5 ㎡ (96.3坪)
形式： パーティ(テ-ブルシェア)
席数： 126 席　( 21卓 )

カンファレンスルーム全室

面積： 318.5 ㎡ (96.3坪)
形式： パーティ(テ-ブルシェア)
席数： 144 席　( 24卓 )

ホワイエ 利用
料理バックヤード

➡

+ ホワイエ (料理バックヤード)

28
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スクリーン:120インチ（昇降式）

スクール机:1800×600　
プロジェクター:8000lm（昇降式）



面積：  78.8 ㎡（23.8 坪）
形式：  立食
収容人数：  40 名

面積：  156.2 ㎡（47.2 坪）
形式：  立食
収容人数：  90 名

面積：  318.5 ㎡（96.3坪）
形式：  立食
収容人数：  200 名

カンファレンスルーム全室

面積：  235.1 ㎡（71.1 坪）
形式：  立食
収容人数：  140 名

【フェスティバルスイート】　基本レイアウト例  　カンファレンスルーム　（立食） 4/5A

①ソレイユ

③エトワール＋④シエル

②ルーナ＋③エトワール＋④シエル③エトワール+④シエル

面積： 156.2 ㎡ (47.2坪)
形式： パーティ( 立食 )
収容人数： 50 名　( 6卓 )

②ルーナ③エトワール+④シエル

面積： 235.1 ㎡ (71.1坪)
形式： パーティ( 立食 )
収容人数： 100 名　( 12卓 )

カンファレンスルーム全室

面積： 318.5 ㎡ (96.3坪)
形式： パーティ( 立食 )
収容人数： 150 名　( 16卓 )

カンファレンスルーム全室

面積： 318.5 ㎡ (96.3坪)
形式： パーティ( 立食 )
収容人数： 180 名　( 18卓 )

ホワイエ 利用
料理バックヤード

➡

+ ホワイエ (料理バックヤード)

( パーティ/ 立食 )

スクリーン:120インチ（昇降式）

スクール机:1800×600　
プロジェクター:8000lm（昇降式）

28
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 m



面積：  176.1 ㎡（53.2 坪）
形式：  スクール　席数：  69 席（23 本）

ホワイエ

面積：  176.1 ㎡（53.2 坪）
形式：  シアター　席数： 118 席

ホワイエ

面積：  176.1 ㎡（53.2 坪）
形式：  パーティー　席数：  90 席（15 卓）

ホワイエ

面積：  176.1 ㎡（53.2 坪）
形式：  立食　収容人数：  120 名（15 卓）

ホワイエ

席8  ：数席  ）坪4.9（ ㎡3.13  ：積面バイオリンC

席6  ：数席  ）坪9.8（ ㎡5.92  ：積面ビオラ

席8  ：数席  ）坪3.11（ ㎡4.73  ：積面チェロ

チェロ

ビオラ

前室５

喫煙室

バイオリン

【フェスティバルスイート】　基本レイアウト例  　ホワイエ 5/5B 基本レイアウト例 C

C
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E

E

D

E

66着席 11

70 104

14
.4
 m

スクール机:1800×600 プロジェクター:8000lm（昇降式）
スクリーン:120インチ（昇降式）




