LOCATION & ACCESS
東 京メトロ「 溜池山王 」駅 直 結
Direct access from Tameike-sanno Station (Tokyo Metro)

Exit No. 9

地下駐車場

Underground parking lot

赤坂インターシティAI R 内

Exit No. 14
(Direct Access)

電車をご利用の場合｜東京メトロ「溜池山王」駅からは、9番出口を出て溜池交差点を渡り右折し、1階エントランスから入館してください。また、同駅の地下通路に直結しており、14番出口経由
で B1階エントランスからも入館できます（バリアフリー）。

お車をご利用の場合｜溜池交差点を六本木方面に向かい、
約40ｍ程度先を左折。案内表示に従ってお越しください。

政治の中枢・霞が関、美術館をはじめカルチャーの集積地・六本

都 心の主 要 駅は 10 分圏内 10 Minutes to Urban Central Stations

木、大使館や外資系企業も多い国際的なビジネスエリア・赤坂〜

成田空港

虎ノ門。本施設は、それらの中心にあるランドマーク「赤坂イ
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池袋

Ikebukuro

ンターシティ AIR」の3F・4F に位置します。

23

地下で直結する「溜池山王」駅、
「国会議事堂前」駅の2駅3路線

南北線

四ツ谷

にとっても抜群の利便性を誇ります。

Yotsuya

Shinjuku

赤坂見附

Akasakamitsuke

Aoyamaitchome

Akasaka and Toranomon have many embassies, headquarters for foreign-

museums and other cultural sites. Our facility opened on the third and fourth floors
of Akasaka Intercity Air, a new landmark complex born in the heart of it all.

渋谷

13

Hibiya Line

Tameike-sanno and Kokkai-gijidomae subway stations to reach us. You can also
access nearby hotels via limousine bus from Haneda and Narita airports. We are
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六本木
一丁目
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六本木

銀座
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Shimbashi

虎ノ門ヒルズ
3 Toranomon
Hills

2

Roppongi神谷町
itchome
Kamiyacho

Ebisu
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新橋

虎ノ門

Tameikesanno

Tokyo
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溜池山王

東京

日比谷

Kasumigaseki
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リムジンバス

Limousine bus

大江戸線 Oedo Line

浜松 町 / 大門

Hamamatsucho / Daimon

7

東京モノレール

Tokyo Monorail

Roppongi

リムジンバス

目黒 10

Meguro

Nihombashi

9

6

Nagatacho

JR 山手線

11

JR Yamanote Line

品川
Shinagawa

JR 京浜東北線

proud of our outstanding convenience to guests from Japan and abroad.

日本橋

7

永田町

霞ケ関

恵比寿

Shibuya

日比谷線

You can use two stations and three train lines, the direct underground links to the

大手町

Kokkaigijidomae

Omote-sando
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Chiyoda Line

国会議事堂前

表参道

銀座線

Ginza Line

ine

60

Narita Express
（N EX）

千代田線

chi L

2

6

the nerve center of the Japanese government and Roppongi is a hot spot for art

N EX 成田

Otemachi

1

青山一丁目

affiliated corporations and other international businesses, while Kasumigaseki is

nou

4

新宿

11

Ueno

エクスプレス

Maru

Namboku Line

が利用可能。羽田・成田空港からは、
近隣のホテルまでリムジン
バス1本でアクセス可能で、国内はもちろん海外からのお客さま

丸ノ
内線

Narita Airport

上野

JR Keihin-Tohoku Line

東海道新幹線

Tokaido Shinkansen

Limousine
bus

羽田空港

24

Haneda Airport

単位・分

Unit: Minutes

※上記所要時間には、
乗り換え時間は含んでおりません。 *Does not include the time required to change trains.

http://www.aicc.tokyo
所在地：

107-0052 東京都港区赤坂1-8-1
赤坂インターシティ AIR 3F・4F

TEL _ 03-5575-2201 FAX _ 03-5575-0611 mail _
運営会社：

株式会社インフィールド

info@aicc.tokyo

当リーフレットの掲載内容・写真は2022年8月
時点のものであり、今後変更となる可能性がご
ざいます。掲載されているすべての文章やデー
タ、
画像等の無断転載、
転用を禁止します。

ON
3F

の空間

B o ar d r o o m

GOOD ENVIRONMENT
MAKES GOOD IDEAS
いいアイデアは、いい環境から生まれる。
開放感あるエントランスを抜けると、
そこには使い勝手にこだわった12のコンファレンスルームと、
居心地のよいラウンジや KIOSK、
会議やイベントの合間には、グリーンを眺めたり、
コーヒーを飲みながら語り合ったり。
上質な空間と快適な環境。

3F

いつもとは違うアイデアや交流が生まれる、

OFF
の空間

ジ

お客さま一人ひとりに寄り添うコーディネーター。

ン
エ
ウ
ント
ランスラ

それが赤坂インターシティコンファレンスが目指す
“新しい会議施設のスタンダード” です。
When you pass through a spacious entrance,
you will find twelve user- friendly conference rooms,
comfortable lounges and KIOSK stands,
as well as coordinators to warmly serve clients.
In between meetings and events, you can look out
on greenery or chat while drinking coffee.
give birth to new ideas and exchanges.

リフレッシュと交流にこだわった“ OFF ”の空間

This is the “new conference facility standard” that

Space designed for mingling and relaxation

Our luxurious spaces and pleasant environment

the Akasaka Intercity Conference Center aims for.

赤坂インターシティコンファレンスの60% を占めるのは、コンファレンスルーム以外の共用スペース。
大切なお客さまをお迎えするモダンで落ち着いたエントランスをはじめ、
ゆったりしたラウンジにホワイエ、ドリンクやスナックが楽しめる“KIOSK”ラウンジ……。
会議の合間のリフレッシュやコミュニケーションにもこだわった、オフの空間も充実しています。
Shared space, excluding conference rooms, accounts for 60% of Akasaka Intercity Conference Center.
Guests are greeted by a modern, calming entrance,
in addition to relaxing lounges with foyers and KIOSK stands where visitors can relish drinks and snacks.
There are also spaces designed for guests to relax and converse between meetings.

FLOOR INFORMATION

分割利用もできる300名規模のメインホール「the AIR」を中心に、階段状の「the Amphitheater（アンフィシア

4F

ター）」、大・小複数の会議室で構成されています。広いラウンジや専用受付エリア、複数の控室があり、1フロアで会議・
イベントが完結できる設計。国際会議や大規模セミナー、商品発表会など、さまざまな用途にご利用いただけます。

最 新の設 備を備えた 12 のコンファレンスルームを機 能 的に配 置
the Green
100名・50名・25名規模の会議室と「Boardroom（ボードルーム）」で構成されています。Boardroom は、高級感ある

3F

the AIR

分 科 会や展 示・商 談・懇 親 会にも
使いやすいユーティリティスペース

P07

P06-07

A utility space convenient for breakout sessions,
exhibitions, business meetings, and social gatherings

しつらえのエグゼクティブ向けの会議室で、廊下をセキュリティゲートで仕切り、車寄せから直接アクセスが可能。コ

縦長・横長どちらのレイアウトにも
対応する 300 名収 容のメインホール
Our 300-seat main hall can accommodate
both vertical and horizontal layouts

ンファレンスオフィスには経験豊富なコーディネーターが常駐し、お客さまのさまざまなご要望にお応えします。

Entrance & Reception

Conference Lounge

レセプションスタッフが
ゲストをおもてなし

会 議の合 間にはラウンジで
ゆったりコーヒーブレイク

Our conference reception staff
warmly serves guests

Take a relaxing coffee break
in our lounge between meetings and events
Guest
Guest
Guest
Room C Room B Room A

Conference

Entrance & Reception
WC
Smoking Room

405

KIOSK

Entrance & Reception

402

Copy Corner

303

302

P10-12

“the Amphitheater”, a fan-shaped theater with
its own lobby, is ideal for premium presentations

301

401

Conference Rooms (401-405)

専用ロビー付きの扇 形シアターで
プレミアムなプレゼンテーションを

P08

Smoking Room

KIOSK

403

the Amphitheater

WC

KIOSK

404

デスク・チェアにこだわった
グリーンを望む開放感ある会議室
Spacious conference rooms with carefully selected
desks and chairs and views of urban greenery

Vending Machine

P09

Boardroom

Conference Rooms (301-303)

高級感あふれる前室を備えた
エグゼクティブのための会議 室

デスク・チェアにこだわった
グリーンを望む開 放 感ある会議 室

An executive boardroom
with a pre-function room

04

P10-12

Spacious conference rooms with carefully selected
desks and chairs and views of urban greenery

面積
（㎡）

the AIR

the AIR
(2/3)

the AIR
(1/3)

the Green

the
Amphitheater

401

402

403

404

405

301

302

303

Boardroom

545

365

180

138

230

200

92

50

93

93

200

92

57

115 / 前室: 64

天井高
（m）

4.8

4.8

4.8

4.0

4.7

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.0

3.0

3.0

3.5

収容人数（スクール）

304

192

96

72

65

100

48

16

48

48

100

48

24

―

192

120

60

54

―

72

30

12

30

30

72

30

12

20

（島）
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the AIR
3つのスクリーンがあり、横長での利用も可能

4F / 3F
スクール：304seats
天井高：4.8m 面積：545 ㎡

縦長・横長どちらの
レイアウトにも対応する
300 名収容のメインホール

同時通訳ブース（ 2 室）
と専用の調整室

Our 300-seat main hall can
accommodate both vertical
and horizontal layouts

300名を収容できる、本施設でもっとも
大 き な メ イ ン ホ ー ル で す。 天 井 高

4.8m、柱がなく広々とした会場内には、
大型スクリーンや同時通訳ブースを備

専用受付スペース

え、横長での利用も可能。デスクはゆっ
たりとした2名掛けで、長時間のセミナ
ーでも疲れにくい、座面が大きく肘掛け
とキャスター付きのチェアを採用しまし
た。音響や照明の調整、映像の切り替え
などを行う専用の調整室のほか、専用受
付と広い会場前動線を備え、国際会議や
学会など大規模なイベントにも対応。分
割での利用も可能です。

専用控室（ Guest Room ）

Our main hall, the biggest in the conference center,
can seat 300 people. This spacious conference hall,
which has a 4.8-meter ceiling and no pillars, is
equipped with a large screen and simultaneous
translation booths that make it suitable for

LAYOUT of the AIR

international conferences, colloquiums and various
used in an oblong configuration. The desks can seat
two people comfortably and the chairs are fitted with
casters, wide seats and large armrests that stave off

全体利用

business events. The screen and booths can also be

スクール形式

304席

島形式 6名 32島 192席

横型スクール形式

288席

the Green

main hall is equipped with a dedicated control room
for adjusting audio and lighting and for changing

possible to accommodate international conferences

分割利用

and traffic lines in front of the venue that make it

スクール形式

192席 /96席

島形式 6名 20島 120席 /6名 10島 60席

ロの字形式

80席 /48席

can also use partitioned sections.

1式
250インチスクリーン
180インチスクリーン
照明 ベース照明 1式
備品 ステージ（W1,200 D2,400 H400）最大18台
演台（W1,200 D700 H1,100）2台
司会台（W600 D500 H1,100）1台
花台（W450 D450 H600）1台
手元灯 1台 ／ レーザーポインタ 2台
iPad（操作用）
映像
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4F / 3F
スクール：72seats
天井高：4.0m 面積：138 ㎡

and symposiums and other large-scale events. You

音響

ーションに最適な階段状のシアター
「the Amphitheater」などと組み合わせ

fatigue even during long seminars. In addition, the

video images, as well as a dedicated reception desk

隣 接 す る300名 収 容 の メ イ ン ホ ー ル
「the AIR」、専用ロビー付きでプレゼンテ

全 体 利用以 外に
分 割での利用も可 能

LAYOUT of the GREEN
スクール形式 72席

島形式 6名 9島 54席

ロの字形式

44席

国際会議やシンポジウムでは、the AIR
をメイン会場、the Green をポスター
セッションや分科会場として。商品発
表会では、the Amphitheater をプレゼ
ン会場、the Green を展示スペースな
ど、フレキシブルな利用が可能です。
また、the AIR は2/3と1/3に分割 して

て使えるユーティリティスペース。展
示・商談スペースとして、また国際会議や
シンポジウム後のブレイクアウトセッシ
ョン（分科会）、レセプション（懇親会）な
どにも活用いただけます。

分科会や展示・商談・
懇親会にも使いやすい
ユーティリティスペース

This is a utility space that can be used in

A utility space convenient for
breakout sessions,
exhibitions, business meetings,
and social gatherings

exhibition and business meeting space, or for

combination with “the AIR”, an adjoining main hall
with a seating capacity of 300, and “the
Amphitheater”, a theater with stadium seating that
is ideal for presentations. It can also be used as an

音響

1式

映像 150インチスクリーン
照明

ベース照明 1式

備品

演台（W800 D600 H1,100）1台
ホワイトボード（W1,800）1台

receptions and breakout sessions following

ホワイトボード（W900）5台

international meetings and symposiums.

レーザーポインタ 1台 ／ iPad（操作用）

利用することもできます。

｜ the AIR ｜ the Green ｜ the Amphitheater ｜ Boardroom ｜ Conference Rooms ｜ KIOSK ｜
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the Amphitheater

Boardroom

4F / 3F

4F / 3F

スクール：65seats
天井高：4.7m 面積：230 ㎡

天井高：3.5m
面積：115 ㎡ / 64 ㎡
（前室）
15.6インチサブディスプレイ設置

専用ロビー付きの扇形シアターで
プレミアムなプレゼンテーションを

AV

“The Amphitheater”, a fan-shaped theater with
its own lobby, is ideal for premium presentations

An executive boardroom with a pre-function room
機密性の高い会議や商談をはじめ、20人程度で議論を交わす研

どこからでもプレゼンテーションが見やすい階段状のつくり

修などにも最適な、高級感あるしつらえの会議室です。98イン

と、ゆとりあるパーソナルスペースが特徴の扇型の会議室です。

Guest
Room
C

通常のスクリーンに加えて映像を2面投影できるガラススク
リーンを備え、ビジュアルを駆使したさまざまなプレゼンテー
ションが可能。控室も付帯しており、
国際会議・シンポジウムな
どでは「the AIR」と組み合わせて、また「the Green」を展示ス
ペースとして併用した新商品の発表会などに最適です。
Our fan-shaped conference room is distinguished by its comfortable personal
space and for its stadium seating that permits easy viewing of presentations

video images on two surfaces at once. The conference room, combined with its
waiting room and “the AIR”, is also ideal for international conferences and
symposiums, and together with “the Green” as an exhibition space, for launch
announcements of new products.
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チの大型モニタと15.6インチのサブディスプレイを備え、画面
を使ったプレゼンテーションも可能。車寄せから直接アクセス

会議室（写真上）
、前室（写真下）

できるセキュリティの高いエリアのため、国内外の VIP を安心

とも、スムーズな動線とセキュリ

してお迎えすることができます。また、前室は控室としてはも

ティを確保。家具をゆったり配
置した前室には、70インチの大型

ちろん、コーヒーブレイクやレセプションパーティのスペース
会議室内はゆとりのあるレイアウトで、180インチの大型スクリーンや同時通訳室
（写真左）
のほか、
後方には受付と専用ロビー
（写真右）
も完備。ロビーは、
商品発表会
の待合スペースや商品展示スペースとしてお使いいただけます。

モニタのほか、ミニキッチンや冷

としてもご利用いただけます。

蔵庫も完備。大切なお客さまを
おもてなしする軽食やお食事の
手配も可能です。

This room provides an optimal, high-class ambience for confidential meetings
and business meetings, as well as for training sessions where as many as

from any seat in the room. Various kinds of visual presentations are possible
using a conventional screen and a glass screen that allows for the projection of

高級感あふれる前室を備えた
エグゼグティブのための会 議 室

twenty people can exchange views and ideas. In addition to a full-sized
conference room equipped with a large 98-inch monitor and a 15.6-inch

音響

1式

映像

ガラススクリーン ／ 180インチスクリーン

照明

ベース照明 1式

備品

演台（W1,200 D700 H1,100）1台 ／ 司会台（W600 D500 H1,100）1台

VIPs from both Japan and abroad to this high-security area that permits direct

花台（W450 D450 H600）1台 ／ ホワイトボード（W1,800）1台

access from the guest drop-off area. Also, the pre-function room can be used as

レーザーポインタ 1台 ／ iPad（操作用）

both a waiting room and a space for coffee breaks and receptions.

sub-display monitor that allows visitors to give presentations using a screen,
there is also a pre-function room available for use. We can confidently welcome

音響 1式
映像 98インチディスプレイ ／ 15.6インチサブディスプレイ 10台

70インチディスプレイ（前室用）
ベース照明 1式
備品 ホワイトボード（W1,800）1台
レーザーポインタ 1台 ／ iPad（操作用）
照明

｜ the AIR ｜ the Green ｜ the Amphitheater ｜ Boardroom ｜ Conference Rooms ｜ KIOSK ｜
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402

303

405

Conference Rooms
403

4F
3F

303

302

スクール：16 〜 100seats
天井高：3.0m/4.0m 面積：50 〜 200 ㎡
スクール：24 〜 100seats
天井高：3.0m/4.0m 面積：57 〜 200 ㎡

デスク・チェアにこだわった
グリーンを望む開放感ある会 議 室
Spacious conference rooms with carefully selected
desks and chairs and views of urban greenery

3F に3室、4F に5室ある中小の会議室。用途にあわせてフレキシ
ブルにレイアウトできる使い勝手のよさはもちろん、100 ㎡以下

403

303

302 / 402 / 404 / 405

スクール：16seats 天井高：3.0m 面積：50 ㎡

スクール：24seats

音響

1式

音響

1式

映像

ガラススクリーン

映像

ガラススクリーン

照明

ベース照明 １式

照明

ベース照明 １式

備品

演台（W800 D600 H1,100）／ ホワイトボード（W1,800 ／ W900）

備品

演台（W800 D600 H1,100）／ ホワイトボード（W1,800 ／ W900）

天井高：3.0m 面積：57 ㎡

302/402 スクール：48seats 天井高：3.0m 面積：92 ㎡
404/405 スクール：48seats 天井高：3.0m 面積：93 ㎡

の会議室には、座面が大きく高さ調節が可能で疲れにくいコンフ
ァレンスチェアもご用意。無料の付帯備品も多く、会議や研修に
も集中して取り組める環境を整えました。8室すべてが敷地内の
豊かなグリーンを望む、
開放感のある環境を実現しています。
Our small-to-medium-sized conference rooms - three on the third floor and five

レーザーポインタ 1台／ iPad（操作用）

音響 1式
映像 120インチスクリーン

レーザーポインタ 1台／ iPad（操作用）

height conference chairs with wide seats that stave off fatigue. We provide an

スクール形式

16席

島形式 12席

ロの字形式

16席

スクール形式 24席

島形式

12席

ベース照明 １式

備品

演台（W800 D600 H1,100）／ ホワイトボード（W1,800 ／ W900）
レーザーポインタ 1台／ iPad（操作用）

on the fourth floor - have a layout that can be flexibly changed according to
purpose. In our conference rooms sized 100m² or less you can use adjustable

照明

ロの字形式

20席

スクール形式 48席

島形式

30席

ロの字形式

28席

environment with abundant complimentary, supplemental equipment that
enables participants to keep their concentration even during long meetings and
seminars. All eight rooms offer a spacious environment and views of the
abundant greenery around the site.
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KIOSK

Conference Rooms
401

301

4F / 3F

該当会場：401,402,403,404,405,

301,302,303,Boardroom

ブレイクタイムでオンとオフの切り替えを
緑地側のラウンジに“ KIOSK ”を常 設
During break time, switch between
relaxation and engagement at the green lounge,
equipped with KIOSK stands
緑地側のラウンジには、ブレイクタイムを挟みながらミーティ

301 / 401

スクール形式 100席

島形式 72席

ロの字形式 56席

ングを行う海外の会議文化を取り入れて、コーヒーなどの飲み
物やスナックが楽しめる「KIOSK」を常設。オンとオフをしっ

スクール：100seats 天井高：4.0m 面積：200 ㎡

かり切り替えることで、議論やコミュニケーションをさらに活
性化させてくれます。

100 名規模のセミナー・
70 名規模の研 修に適した

At the green area lounge, visitors can incorporate aspects of overseas
conference culture by taking breaks during meetings while enjoying beverages

開放感ある会議室

such as coffee and snacks from the permanent KIOSK stands. Being able to
properly switch between meeting periods and break periods will stimulate

Spacious conference room ideal for
seminars with 100 attendees or
training sessions with 70 attendees

discussions and communication.

MENU お飲み物：コーヒー（HOT）、緑茶（ICE）、ルイボスティー（ICE）
音響 1式
備品

映像 150インチスクリーン

照明

ベース照明 １式

ステージ（W1,200 D2,400 H400）最大6台／演台（W800 D600 H1,100）1台／司会台（W600 D500 H1,100）1台
ホワイトボード（W1,800）1台／ホワイトボード（W900）9台／レーザーポインタ 1台／ iPad（操作用）
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お菓子：チョコレート、ビスケット、キャンディ
※無料のサービスとなりますので、お客さまの都合による追加オーダーはお受けいたしかねま
す。追加の場合は、有料メニューよりご注文ください。また内容については、予告なく変更する
可能性があります。あらかじめご了承ください。
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GOOD ENVIRONMENT

GOOD THINGS

大規模イベントにも対応、使い勝 手にこだわった“ ON ”の空 間

会議・イベントをさらに充実させるサービス

ゆったりしたラウンジや専用受付エリア、複数の控室など、1フロアで会議・イベントが完結できる設計。

お弁当、パーティー、ドリンクなど各種飲食物や同時通訳機材、展示ブース、装花の手配はもちろん、
ホテルケータリングや

会議室が機能的に配置され、
全会場間で映像・音声が共有できるので、全館利用をはじめフレキシブルにお使いいただけます。

館内のレストランもご利用いただけます。経験豊富なコンファレンスコーディネーターに、お気軽にご相談ください。

EXAMPLE OF USE ｜ 利用例

CATERING ｜ 赤坂インターシティコンファレンスで利用できるケータリング
the Amphitheater
第3会場
スクール形式：65名

全 館 利用（ Use of the entire conference center ）

the Green

企業展示・
商談スペース

the AIR
第1会場（メイン会場）
スクール形式：300名
企業展示スペース

ITフォーラム／ 国 際 会 議
IT Forum / International Conference
同時通訳室

300 名 規 模

3F

登壇前待合スペース

4F

総合受付

405

出展者控室
島形式

404

事務局控室
ロの字形式：
20名

403
PC 受付

402

クローク

401
第2会場

スクール形式：
100名

B1車寄せ
直通 EV

メイン会場と複数のサテライト会場、展示ス

The Okura Tokyo

ANA インターコンチネンタルホテル東 京

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 赤 坂 店

The Okura Tokyo

ANA InterContinental Tokyo

Lawry's The Prime Rib Akasaka

最高のひとときを最高のおもてなしで

すべてはお客さまのために

専門店のクオリティを味わう

主催者の方はもちろん、出席者のみなさんにも喜

お好みの場所で本格的なパーティーをお楽しみい

1938年にビバリーヒルズで誕生したプライムリ

んでいただける最高のおもてなしを。日本料理を

ただけるケータリングサービス。ご指定の会場に

ブ専門店。お客さまの目の前でお肉をカットす

はじめ、フランス料理や中国料理まで、シェフが心

ANAインターコンチネンタルホテル東京のお料

る、ロウリーズならではのパフォーマンスも人気。

を込めてつくった多彩な宴会料理が揃います。

理と、きめ細やかなサービスをお届けいたします。

厚切りのローストビーフをお楽しみください。

ペ ー ス や 情 報 交 換 会 場 な ど。 大 規 模 な IT
フォーラムや国際会議を想定したパターン。
Use as main conference room and satellite rooms, as
303
Boardroom
VIP・講師控室

関係者控室
ロの字形式：
16名

302

ハンズオン会場
スクール形式＋
島形式：20名

301

ドリンク休憩スペース
情報交換会
立食：120名

exhibition space and networking venue, etc. These
patterns are premised on use for large IT forums and

RESTAURANT ｜ 赤 坂インターシティAIR 内のレストランで特別なパーティーを
※館内には他にもパーティーができるレストランがございます。

international conferences.

FEATURE ｜ 3 つの特徴

1
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2

3

集中できるパーソナルスペース

無料の会場付 帯 設 備・備 品も充 実

ストレスフリーな機 材とインターネット

Personal space where visitors can focus

Abundant, complimentary venue equipment and fixtures

Stress-free equipment, and internet

A4の資料とノートPC がゆったり置けるオリジナ
ルの2 名掛けデスクと、長時間座っても疲れない

ワイヤレスマイク、ホワイトボードや演台をはじ

音量・映像・照明の調整は、すべて手元のタブレッ

め、無料の付帯設備や備品を多数取り揃えており、

キャスター・肘掛付きチェアをご用意しました。

安心して会場をご利用いただけます。

フランクバー

アレグリア

ボンドルフィボンカフェ

Frank Bar

ALEGRIA

bondolfi boncaffē

ラグジュアリーな時間を過ごすなら

20 種 類のシュラスコ食べ放 題

イタリア直 送の新 鮮な食 材が楽しめる

フィンガーフード中心の立食スタイルから、メイ

塊のままのお肉を大きな串に刺し、専用のグリル

ローマの伝統料理や、イタリアワインが楽しめる

ンディッシュのあるパーティーまで、幅広いメニ

マシーンで焼き上げ、部位ごとに最適な味付けに。

レストラン・バール。イタリアから毎週届く、
水牛

トで操作可能。会議・イベントの進行を妨げるこ

ューをご用意。ホテルのラウンジを思わせる空間

お客様の目の前で切り分けサーブする、ブラジリ

モッツァレラチーズや生ハム、サラミはとても新

となく、
スムーズに運営することができます。

を、お好みのアレンジでお使いいただけます。

アンBBQ「シュラスコ」をお楽しみください。

鮮。30 〜 80名様の貸切パーティーも承ります。
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