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これは私たち株式会社マックスパートのミッションステートメントです。

私たちの会議室（空間）運営ポリシーは私たち自身の創意工夫や接客努力にこだわり
運営する空間の付加価値を高める＝膨らます事にあります。

常にお客様の期待に敏感に反応し頭と体に一生懸命汗をかきながら
自信と誇りを持って、お客様にご満足いただける空間を創造する。
それが「空間の膨らし粉」の持つ意味です。

フクラシアとは

これがフクラシア東京ステーション のコンセプトです。
デザイナー監修の基、従来の貸会議室の常識にとらわれない
「お客様をお招きしたくなる空間」「コミュニケーションを促すことにより生まれる創造空間」を目指しました。

各会議室の側には共有スペースを広めに取り、お客様にリフレッシュしていただけるよう自然光が入る作りとなっております。
利便性だけではなく、参加者に気持ち良く会議に臨んでほしい、お招きしたお客様に寛いで頂きたい、
そんな私たちのこだわりが込められています。

デザイン性の高い共有スペースとは反対に、
各会議室内は「落ち着いたデザイン」と「機能性」にこだわりました。

私達は空間の“膨らし粉”として関わる全ての人が元気になる手助けをします

都会のオアシスを目指して

会議室の機能性のために

各会場に埋め込まれたマグネットバー
全会議室の壁にマグネットを埋め込んだ壁をご準備。
掲示にスペースを必要としないため、空間を有効に活用して頂くことができます。

全会場、インターネット完備
全室でＷｉ-Ｆiを完備。（有線対応も可）

年間6,000社の会議や研修受入れで培った独自のノウハウを活かして、お客様をお迎え致します。
ただのレンタルスペースではなく、ご実施内容の目的や背景を把握した上で、
成果や効果の最大化をサポートできるような環境をご提供させていただきます。

宿泊や食事、備品などの手配はもちろん、企画内容のご提案など、事務局様をサポート致します。

年間6000社利用、実績豊富な研修ホテルのノウハウを活用
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フクラシア東京ステーション
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〒100-0004
東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル5階・6階

JR『東京』駅・地下鉄『大手町』駅 地下直結

・JR『東京』駅・日本橋口徒歩１分

・地下鉄『大手町』駅 Ｂ6出口直結

フクラシア東京ステーション – アクセス

地上地図

地下地図
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5F

6F

会議室Ｉ 40㎡会議室Ｉ 40㎡

会議室Ｊ 35㎡会議室Ｊ 35㎡

会議室Ｌ 150㎡会議室Ｌ 150㎡

会議室Ｋ 200㎡会議室Ｋ 200㎡

会議室Ｈ 310㎡会議室Ｈ 310㎡

会議室Ｃ 100㎡会議室Ｃ 100㎡

会議室Ｂ 120㎡会議室Ｂ 120㎡

会議室Ａ 120㎡会議室Ａ 120㎡

会議室Ｄ 200㎡会議室Ｄ 200㎡

会議室Ｅ 40㎡会議室Ｅ 40㎡

会議室Ｆ 35㎡会議室Ｆ 35㎡

会議室Ｇ 100㎡会議室Ｇ 100㎡

受付受付

フクラシア東京ステーション – フロアマップ
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6-A
120㎡

6-B
120㎡

スクール形式（3名掛け）
最大87名収容

グループ形式（3名掛け）
最大72名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大54名収容

スクール形式（3名掛け）
最大84名収容

グループ形式（3名掛け）
最大72名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大48名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 58名 87名

グループ 48名 72名

ロの字 36名 54名

⽴⾷ 60名

2名掛け 3名掛け

スクール 56名 84名

グループ 48名 72名

ロの字 32名 48名

⽴⾷ 60名

フクラシア東京ステーション – 6A・6B
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6-C
100㎡

スクール形式（3名掛け）
最大72名収容

グループ形式（3名掛け）
最大54名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大42名収容

6-D
200㎡

スクール形式（3名掛け）
最大141名収容

グループ形式（3名掛け）
最大144名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大72名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 48名 72名

グループ 36名 54名

ロの字 28名 42名

⽴⾷ 40名

2名掛け 3名掛け

スクール 94名 141名

グループ 96名 144名

ロの字 48名 72名

⽴⾷ 150名

フクラシア東京ステーション – 6C・6D
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6-E
40㎡

6-F
35㎡

スクール形式（3名掛け）
最大24名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 16名 24名

グループ 16名 24名

ロの字 16名 24名

⽴⾷ －名

グループ形式（3名掛け）
最大24名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大24名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 12名 18名

グループ 12名 18名

ロの字 12名 18名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大18名収容

グループ形式（3名掛け）
最大18名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大18名収容

フクラシア東京ステーション – 6E・6F
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6-G
100㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 36名 54名

グループ 36名 54名

ロの字 28名 42名

⽴⾷ 40名

スクール形式（3名掛け）
最大54名収容

グループ形式（3名掛け）
最大54名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大42名収容

5-H
310㎡

スクール形式（3名掛け）
最大225名収容

グループ形式（3名掛け）
最大210名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大90名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 150名 225名

グループ 140名 210名

ロの字 60名 90名

⽴⾷ 200名

フクラシア東京ステーション – 6G・５H
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5-I
40㎡

5-J
35㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 16名 24名

グループ 16名 24名

ロの字 16名 24名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大24名収容

グループ形式（3名掛け）
最大24名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大24名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 12名 18名

グループ 12名 18名

ロの字 12名 18名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大18名収容

グループ形式（3名掛け）
最大18名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大18名収容

フクラシア東京ステーション – ５I・5J

11



5-K
200㎡

スクール形式（3名掛け）
最大141名収容

グループ形式（3名掛け）
最大144名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大72名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 94名 141名

グループ 96名 144名

ロの字 48名 72名

⽴⾷ 150名

5-L
150㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 74名 111名

グループ 60名 90名

ロの字 40名 60名

⽴⾷ 100名

スクール形式（3名掛け）
最大111名収容

グループ形式（3名掛け）
最大90名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大60名収容

フクラシア東京ステーション – 5K・5L
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備品（会場常設） 備品（オプション）

※時間外利用料（21：00～翌8：00）として、上記室料の15%を割増料金として頂戴いたします。
※土日祝の会議室利用は15%の割増料金が発生致します。
※フクラシア東京ステーション正面玄関解放時間 ＜月～土＞08:00～21:30 時間外に正面玄関の開放をご希望の場合は、別途、
ビル警備費用が発生いたします。

※無料の机・イスの数は、会場毎の
スクール形式時の記載人数までとなります

会議室 5J・6F 5I・6E 6C・6G 6A・6B 5L 5K・6D 5H

広さ（㎡） 35㎡ 40㎡ 100㎡ 120㎡ 150㎡ 200㎡ 310㎡

部屋数 2 2 2 2 1 2 1

スクール 18名 24名 72名 87名 111名 141名 225名

ロの字 18名 24名 42名 54名 60名 72名 90名

グループ 18名 24名 54名 72名 90名 144名 210名

3時間パック ¥26,784 ¥31,752 ¥72,144 ¥91,584 ¥109,296 ¥148,392 ¥225,072

5時間パック ¥41,688 ¥49,248 ¥112,536 ¥136,080 ¥182,736 ¥229,608 ¥345,168

8時間パック ¥61,992 ¥73,224 ¥160,704 ¥198,072 ¥255,744 ¥340,848 ¥489,456

10時間パック ¥74,304 ¥87,912 ¥188,568 ¥236,736 ¥297,000 ¥403,272 ¥611,928

12時間パック ¥89,208 ¥105,408 ¥223,992 ¥281,232 ¥328,968 ¥421,848 ¥647,568

1時間延長料 ¥9,072 ¥10,800 ¥24,624 ¥31,104 ¥37,152 ¥50,544 ¥76,680

コピーボード ¥0

机・イス ¥0

インターネット設備 ¥0

道具箱
（はさみ・のり宅配伝票etc）

¥0

延長コード(2本） ¥0

ＬＡＮケーブル（2本） ¥0

可動式ホワイトボード ¥3,240

プロジェクター ¥21,600

スクリーン ¥4,320

ポーダブルマイク ¥2,160

音響システム
（150㎡以上の会場）

¥5,400

演台 ¥2,160

司会台 ¥2,160

DVDプレイヤー ¥5,400

ノートパソコン ¥7,560

看板 ¥5,400

マグネット式

追加ホワイトボード
¥1,080

パーティション ¥1,080

フクラシア東京ステーション – 収容人数・料金表
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フクラシア品川クリスタルスクエア

14



〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア2階、3階
・JR品川駅港南口から徒歩8分
・京浜急行[品川]駅から徒歩8分

受付 ホワイエ

喫煙室 パブリックスペース

フクラシア品川クリスタルスクエア – 施設概要
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2F

3F

ホールＡ 400㎡ホールＡ 400㎡

ホワイエＡ 200㎡ホワイエＡ 200㎡

会議室Ｂ 20㎡会議室Ｂ 20㎡

会議室Ｃ 160㎡会議室Ｃ 160㎡

会議室Ｅ 50㎡会議室Ｅ 50㎡

会議室Ｆ 120㎡会議室Ｆ 120㎡

会議室Ｇ 260㎡会議室Ｇ 260㎡

会議室Ｋ 30㎡会議室Ｋ 30㎡

会議室Ｊ 50㎡会議室Ｊ 50㎡

会議室Ｉ 160㎡会議室Ｉ 160㎡

会議室Ｈ 35㎡会議室Ｈ 35㎡

受付受付

会議室Ｄ 50㎡会議室Ｄ 50㎡

フクラシア品川クリスタルスクエア – フロアマップ
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スクール形式（3名掛け）
最大273名収容

グループ形式（3名掛け）
最大216名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大69名収容

HALL A
400㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 182名 273名

グループ 144名 216名

ロの字 52名 69名

⽴⾷ 250名

スタッフ、機材含め、ホテルのバンケットをそのまま
ご提供します。
シェフによる出張実演料理も人気です。(別途料金)

ホワイエスペース貸切でのパーティ
（ケータリング）も承ります。

FOYERA
200㎡

フクラシア品川クリスタルスクエア – ホールA
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2-B
20㎡

講師様や事務局様の控室や小規模面接などにご利用いただけます。

3-H
35㎡

フクラシア品川クリスタルスクエア – 2B・3H
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2-C
160㎡

グループ形式（3名掛け）
最大108名収容

スクール形式（3名掛け）
最大126名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大54名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 84名 126名

グループ 72名 108名

ロの字 36名 54名

⽴⾷ 100名

2-D
50㎡

スクール形式（3名掛け）
最大30名収容

グループ形式（3名掛け）
最大18名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大18名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 20名 30名

グループ 12名 18名

ロの字 12名 18名

⽴⾷ －名

フクラシア品川クリスタルスクエア – 2C・2D
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2-E
50㎡

スクール形式（3名掛け）
最大21名収容

グループ形式（3名掛け）
最大18名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大18名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 14名 21名

グループ 12名 18名

ロの字 12名 18名

⽴⾷ －名

3-F
120㎡

スクール形式（3名掛け）
最大117名収容

グループ形式（3名掛け）
最大72名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大48名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 78名 117名

グループ 48名 72名

ロの字 32名 48名

⽴⾷ 100名

フクラシア品川クリスタルスクエア – 2E・2F
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3-G
260㎡

スクール形式（3名掛け）
最大183名収容

グループ形式（3名掛け）
最大153名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大48名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 122名 183名

グループ 102名 153名

ロの字 32名 48名

⽴⾷ 150名

3-I
160㎡

グループ形式（3名掛け）
最大108名収容

スクール形式（3名掛け）
最大126名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大54名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 84名 126名

グループ 72名 108名

ロの字 36名 54名

⽴⾷ 100名

フクラシア品川クリスタルスクエア – 3G・3I
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3-J
50㎡

3-K
30㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 18名 27名

グループ 12名 18名

ロの字 12名 18名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大27名収容

グループ形式（3名掛け）
最大18名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大18名収容

スクール形式（3名掛け）
最大6名収容

グループ形式（3名掛け）
最大9名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大12名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 4名 6名

グループ 6名 9名

ロの字 8名 12名

⽴⾷ －名

フクラシア品川クリスタルスクエア – 3J・3K
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※時間外利用料（21：00～翌8：00）として、上記室料の15%を割増料金として頂戴いたします。
※土日祝の会議室利用は15%の割増料金が発生致します。
※フクラシア品川クリスタルスクエア正面玄関解放時間 ＜月～金＞07:30～20:00 ＜土＞07:30～18:00

時間外に正面玄関の開放をご希望の場合は、別途、ビル警備費用が発生いたします。

フクラシア品川クリスタルスクエア – 収容人数・料金表
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会議室 HALL A FOYER A ２B ２C ２D ２E

広さ(㎡) 400㎡ 200㎡ 20㎡ 160㎡ 50㎡ 50㎡

スクール 273名 - - 126名 30名 21名

ロの字 69名 - - 54名 18名 18名

グループ 216名 - - 108名 18名 18名

3時間パック ¥237,600 ¥57,240 ¥9,180 ¥78,840 ¥32,940 ¥32,940

5時間パック ¥352,080 ¥88,560 ¥14,580 ¥126,360 ¥52,380 ¥52,380

8時間パック ¥483,840 ¥135,540 ¥22,680 ¥193,860 ¥80,460 ¥80,460

10時間パック ¥604,800 ¥167,400 ¥28,620 ¥243,000 ¥100,980 ¥100,980

12時間パック ¥725,760 ¥196,560 ¥34,560 ¥291,060 ¥120,960 ¥120,960

1時間延長料 ¥82,620 ¥19,980 ¥3,240 ¥27,540 ¥11,340 ¥11,340

会議室 ３F ３G ３H ３I ３J ３K

広さ(㎡) 120㎡ 260㎡ 35㎡ 160㎡ 50㎡ 30㎡

スクール 117名 183名 - 126名 27名 6名

ロの字 48名 48名 - 54名 18名 12名

グループ 72名 153名 - 108名 18名 9名

3時間パック ¥73,980 ¥123,120 ¥16,200 ¥78,840 ¥32,940 ¥19,980

5時間パック ¥118,260 ¥191,700 ¥25,920 ¥126,360 ¥52,380 ¥31,320

8時間パック ¥181,980 ¥291,600 ¥39,960 ¥193,860 ¥80,460 ¥48,600

10時間パック ¥227,880 ¥361,260 ¥50,220 ¥243,000 ¥100,980 ¥60,480

12時間パック ¥272,700 ¥424,980 ¥60,480 ¥291,060 ¥120,960 ¥72,360

1時間延長料 ¥25,920 ¥42,660 ¥5,400 ¥27,540 ¥11,340 ¥7,020



フクラシア品川（高輪口）
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〒108-0074
東京都港区高輪3-25-33 長田ビル6階

ＪＲ『品川』駅から徒歩４分 京浜急行『品川』駅から徒歩４分

40㎡～最大140㎡
単独・連結利用 6タイプ

①Ａタイプ 65㎡
②Ｂタイプ 75㎡
③Ｃタイプ 50㎡
④Ｄタイプ 40㎡
⑤Ａ+Ｂ 140㎡
⑥Ｂ+Ｃ 90㎡

フクラシア品川（高輪口） – 施設概要
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A
65㎡

ロの字形式（3名掛け）
最大36名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 36名 54名

グループ 32名 48名

ロの字 24名 36名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大54名収容

グループ形式（3名掛け）
最大48名収容

B
75㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 54名 81名

グループ 32名 48名

ロの字 36名 42名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大81名収容

グループ形式（3名掛け）
最大48名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大42名収容

フクラシア品川（高輪口） – A・B
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C
50㎡

スクール形式（3名掛け）
最大30名収容

グループ形式（3名掛け）
最大24名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大24名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 20名 30名

グループ 16名 24名

ロの字 16名 24名

⽴⾷ －名

D
40㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 20名 30名

グループ 16名 24名

ロの字 16名 24名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大30名収容

グループ形式（3名掛け）
最大24名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大24名収容

フクラシア品川（高輪口） – C・D
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A+B
140㎡

スクール形式（3名掛け）
最大135名収容

グループ形式（3名掛け）
最大120名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大60名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 90名 135名

グループ 80名 120名

ロの字 40名 60名

⽴⾷ 80名

C+D
90㎡

スクール形式（3名掛け）
最大60名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 40名 60名

グループ 32名 48名

ロの字 20名 36名

⽴⾷ 40名

グループ形式（3名掛け）
最大48名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大36名収容

フクラシア品川（高輪口） – A+B・C+D
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備品（会場常設） 備品（オプション）

※時間外利用料（21：00～翌8：00）として、上記室料の15%を割増料金として頂戴いたします。
※土日祝の会議室利用は15%の割増料金が発生致します。
※フクラシア品川（高輪口）正面玄関解放時間 ＜月～土＞ 08:00～19:00 時間外に正面玄関の開放をご希望の場合は、
別途、ビル警備費用が発生いたします。

※無料の机・イスの数は、会場毎の
スクール形式時の記載人数までとなります

会議室 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ+Ｂ Ｃ+Ｄ

広さ（㎡） 65㎡ 75㎡ 50㎡ 40㎡ 140㎡ 90㎡

スクール 54名 81名 30名 30名 135名 60名

ロの字 36名 42名 24名 24名 60名 36名

グループ 48名 48名 24名 24名 120名 48名

3時間パック ¥30,780 ¥35,640 ¥23,220 ¥18,900 ¥65,880 ¥42,660

5時間パック ¥49,140 ¥56,700 ¥37,800 ¥30,240 ¥105,840 ¥68,040

8時間パック ¥72,360 ¥86,940 ¥58,320 ¥46,440 ¥162,540 ¥104,760

10時間パック ¥94,500 ¥108,540 ¥72,360 ¥58,320 ¥203,040 ¥130,680

12時間パック ¥113,400 ¥130,680 ¥86,940 ¥75,600 ¥244,080 ¥156,600

1時間延長料 ¥10,800 ¥12,420 ¥8,100 ¥6,480 ¥22,680 ¥14,580

コピーボード ¥0

机・イス ¥0

インターネット設備 ¥0

道具箱
（はさみ・のり宅配伝票etc）

¥0

延長コード(2本） ¥0

ＬＡＮケーブル（2本） ¥0

可動式ホワイトボード ¥3,240

プロジェクター ¥21,600

スクリーン ¥4,320

ポーダブルマイク ¥2,160

音響システム
（150㎡以上の会場）

¥5,400

演台 ¥2,160

司会台 ¥2,160

DVDプレイヤー ¥5,400

ノートパソコン ¥7,560

看板 ¥5,400

マグネット式

追加ホワイトボード
¥1,080

パーティション ¥1,080

フクラシア品川（高輪口） – 収容人数・料金表
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フクラシア浜松町
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40㎡～最大300㎡
単独・連結利用 7タイプ

〒105-0013
東京都港区浜松町1-22-5
浜松町センタービル6階

都営大江戸線『大門』駅から徒歩２分 東京モノレール『浜松町』駅から徒歩２分

①Ａタイプ 110㎡
②Ｂタイプ 90㎡
③Ｃタイプ 100㎡
④Ｄタイプ 40㎡
⑤Ａ+Ｂ 200㎡
⑥Ｂ+Ｃ 190㎡
⑦Ａ+Ｂ+Ｃ 300㎡

フクラシア浜松町 – 施設概要
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A
110㎡

スクール形式（3名掛け）
最大90名収容

グループ形式（3名掛け）
最大90名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大48名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 60名 90名

グループ 60名 90名

ロの字 32名 48名

⽴⾷ 45名

B
90㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 60名 90名

グループ 40名 60名

ロの字 32名 48名

⽴⾷ 40名

スクール形式（3名掛け）
最大90名収容

グループ形式（3名掛け）
最大60名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大48名収容

フクラシア浜松町 – A・B
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C
100㎡

スクール形式（3名掛け）
最大90名収容

グループ形式（3名掛け）
最大60名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大42名収容

2名掛け 3名掛け

スクール 60名 90名

グループ 40名 60名

ロの字 28名 42名

⽴⾷ 40名

D
40㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 20名 30名

グループ 16名 24名

ロの字 16名 24名

⽴⾷ －名

スクール形式（3名掛け）
最大30名収容

グループ形式（3名掛け）
最大24名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大24名収容

フクラシア浜松町 – C・D
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A+B
200㎡

スクール形式（3名掛け）
最大162名収容

グループ形式（3名掛け）
最大144名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大72名収容

B+C
200㎡

2名掛け 3名掛け

スクール 100名 150名

グループ 100名 150名

ロの字 44名 66名

⽴⾷ 120名

スクール形式（3名掛け）
最大150名収容

グループ形式（3名掛け）
最大150名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大66名収容

フクラシア浜松町 – A+B・B+C
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2名掛け 3名掛け

スクール 108名 162名

グループ 96名 144名

ロの字 48名 72名

⽴⾷ 120名



A+B+C
300㎡

スクール形式（3名掛け）
最大201名収容

グループ形式（3名掛け）
最大192名収容

ロの字形式（3名掛け）
最大90名収容

フクラシア浜松町 – A+B+C
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2名掛け 3名掛け

スクール 134名 201名

グループ 128名 192名

ロの字 60名 90名

⽴⾷ 200名



備品（会場常設） 備品（オプション）

※時間外利用料（21：00～翌8：00）として、上記室料の15%を割増料金として頂戴いたします。
※土日祝の会議室利用は15%の割増料金が発生致します。
※フクラシア浜松町正面玄関解放時間＜月～金＞ 08:00～18:00 時間外に正面玄関の開放をご希望の場合は、別途、ビル警備
費用が発生いたします。

※無料の机・イスの数は、会場毎の
スクール形式時の記載人数までとなります

コピーボード ¥0

机・イス ¥0

インターネット設備 ¥0

道具箱
（はさみ・のり宅配伝票etc）

¥0

延長コード(2本） ¥0

ＬＡＮケーブル（2本） ¥0

可動式ホワイトボード ¥3,240

プロジェクター ¥21,600

スクリーン ¥4,320

ポーダブルマイク ¥2,160

音響システム
（150㎡以上の会場）

¥5,400

演台 ¥2,160

司会台 ¥2,160

DVDプレイヤー ¥5,400

ノートパソコン ¥7,560

看板 ¥5,400

マグネット式

追加ホワイトボード
¥1,080

パーティション ¥1,080

会議室 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ+Ｂ Ｂ+Ｃ Ａ+Ｂ+Ｃ

広さ（㎡） 110㎡ 90㎡ 100㎡ 40㎡ 200㎡ 190㎡ 300㎡

スクール 90名 90名 90名 30名 162名 150名 201名

ロの字 48名 48名 42名 24名 72名 66名 90名

グループ 90名 60名 60名 24名 144名 150名 192名

3時間パック ¥55,080 ¥51,840 ¥51,840 ¥28,080 ¥104,760 ¥100,440 ¥151,200

5時間パック ¥84,240 ¥78,840 ¥78,840 ¥43,200 ¥158,760 ¥151,200 ¥230,040

8時間パック ¥126,360 ¥116,640 ¥116,640 ¥62,640 ¥237,600 ¥226,800 ¥345,600

10時間パック ¥149,040 ¥140,400 ¥140,400 ¥75,600 ¥280,800 ¥270,000 ¥405,000

12時間パック ¥178,200 ¥167,400 ¥167,400 ¥89,640 ¥334,800 ¥324,000 ¥486,000

延長1時間 ¥19,440 ¥18,360 ¥18,360 ¥9,720 ¥35,640 ¥34,560 ¥51,840

フクラシア浜松町 – 収容人数・料金表
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私達の運営する貸会議室フクラシアのお打ち合わせは、

御社専任のフクラシアコンシェルジュが担当させていただきます。

コンシェルジュは、御社の会議・研修・セミナーが成功するように、

準備の段階からアテンダントと情報を共有し

事務局様を多方面からサポートさせていただきます。

またアテンダントが常駐しておりますので、コンシェルジュと連携をとりながら

ご依頼事項の実現～当日の急なトラブル対応までお客様に寄り添いながらサポートさせて頂きます。

フクラシア コンシェルジュ×アテンダント

充実した備品

■ 会場レイアウトの事前セッティング無料

■ 映像・音響セッティング無料

■ 各種備品手配

■ お食事・懇親会手配

■ 喫茶・スイーツ手配

■ お荷物受取、発送代行サービス

コンシェルジュ

常駐アテンダント

×

ポータブルマイクセット
￥2,160

100インチ スクリーン
￥4,320

150インチ特大スクリーン ¥5,400

指示棒
無料

パワーポインター
￥540

※無線でスライドの切り替え
が出来ます

追加ホワイトボード
（マグネット式・可動式）

￥1,080

演台
￥2,160

司会台
￥2,160

プロジェクタ（3,000ルーメン）
￥21,600

■ 事務局代行サービス

名札作成・受付サポート

会場誘導サポート

事前資料配布

タクシー手配・お土産手配

■ クロークサービス

■ 講師・講演者のご紹介

■ 他社様事例ご紹介

サービス＆サポート

備品＆サービス紹介
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研修・会議の大事なお供、締めくくりにお弁当や懇親会用のお料理もご用意しております。
年間400件のケータリングを行うホテルのケータリング部隊が、お客様の大事な懇親会を演出いたします。

◇カジュアルパーティプラン

※ 20名より承ります
※ 7日前までにご予約ください
※ お料理のみの料金です。会場費、飲み物、スタッフ料金は含まれておりません
※ 紙皿、割り箸、プラカップ、紙おしぼりでのご案内となります

ボリュームのあるメニュー
洋風オードブル盛り合わせ
焼きそば
ミックスサンドウィッチ
中華蒸し鶏のゴマソース
枝豆
シーフードピラフ
から揚げとポテトフライ

◇レギュラーパーティプラン

※30名様より承ります。
※7日前までにご予約ください

ホテルの料理をリーズナブルにご提供させて頂くプランです。バラエティ豊富な本格メニューをお手軽にどうぞ！

スタッフ、機材含め、ホテルのバンケットをそのままご提供します。
お客様や取引先の方がいらっしゃる懇親会でお勧めのプランです。ご希望により、シェフによる出張実演料理も可能です。

お一人様 ￥2,700～

お一人様 ￥5,400（税込）

◇お弁当
低単価・ボリューム重視のものから、お客様向けの高単価弁当まで幅広い種類の仕出し弁当の手配が可能です。

女性に人気のフィンガーフードメニュー
前菜の盛り合わせ（6種）
ピンチョス（6種）
サンドウィッチ
チキンのピカタ
魚とエビの香味風味
プチケーキの盛り合わせ

お料理 フリードリンク スタッフ＋ ＋

お一人様 ￥2,160（税込） 会議室料

今半
なだ万
青山
鮒忠
四季

： 1,080円～4,320円
： 1,080円～3,240円
： 756円～1,846円
： 540円～3,240円
： 850円～1,290円

※ 上記メニューはサンプルです。ご希望に合わせて変更可能です

Cold  selection
スモークサーモンと小エビのサ

ラダ仕立て、彩り野菜添え
蒸し鶏と根菜のマヨネーズ和え
シーフードと彩り野菜のエスカベッシュ
イタリアンサラダ
オリジナルサンドウィッチ

Hot selection
生ハムとチーズ風味のソース
チキンとポテトのジンジャー風味
白身魚のロースト 野菜添え、山葵風味
スパゲッティピセリ
海老と山菜のピラフ
一口フライ盛り合わせ

Dessert
フルーツのコンポート、カクテル仕立て

フリードリンク
瓶ビール
赤白ワイン
ウィスキー
焼酎
オレンジジュース
ウーロン茶

握り寿司 パルメジャーノパスタ

◆実演料理メニューサンプル

※ 上記メニューはサンプルです。ご希望に合わせて変更可能です

お弁当・懇親会/パーティ
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社名 株式会社マックスパート

設立 平成12年6月

資本金 4,000万円

代表者 代表取締役社長 片山 達哉

本社所在地 東京都中央区晴海3-8-1（晴海グランドホテル内）

各拠点

晴海グランドホテル
東京都中央区晴海3-8-1

ホテルコスモスクエア国際交流センター
大阪市住之江区南港北1-7-50

フクラシア東京ステーション
東京都千代田区大手町2-6-1朝日生命大手町ビル5F,6F

フクラシア品川クリスタルスクエア（港南口）
東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア2階、3階

フクラシア品川（高輪口）
東京都港区高輪3-25-33長田ビル6階

フクラシア浜松町
東京都港区浜松町1-22-5浜松町センタービル6階

事業内容

・ホテル運営事業
・貸会議室運営事業
・ケータリング事業
・おせち事業

会社概要
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お問合せ先
フクラシア予約センター

： 03-6430-9355
： fukuracia@maxpart.co.jp

TEL
Email


