「世界の未来像」をつくる街、スマートシティの中心に位置し、
街のあらゆる機能をつかさどる柏の葉ゲートスクエア。
その中に、新たな拠点、柏の葉カンファレンスセンターが誕生。
エネルギー管理、交流、そしてビジネスを加速するオフィス空間など、スマートシティの中心となる機能を一カ所に集約した「ゲートスクエア」。
この街の誕生によってスマートシティの地域一体での運営が本 格化。この場所から環境に寄り添う新しい暮らし、賑わい、イノベーション
が生まれています。
2 014 年夏、柏の葉ゲートスクエア「ホテル＆レジデンス」内に、最大 4 0 0 名収容可能な大 型ルームなど大小６室の会議室を備え、知識と
交流を支える新たな拠点、柏の葉カンファレンスセンターが開業いたしました。

A city that creates a “Global Image of the Future,” located in the center of Smart City,
and the Kashiwanoha Gate Square that manages the city’s various functions.
It is there, in this new spot that the Kashiwanoha conference center was born.
Gate Square, where the central functions of Smart City such as Energy management, networking, and ofﬁce space that accelerates
businesses were concentrated all in one place. With the birth of this city, the operation of Smart City, which is integrated with the community
as one, is well underway. From this place, the new symbiotic lifestyle with environment, prosperity and innovation begins. In the summer of
2014, the Kashiwanoha Conference Center, a new hub to support knowledge and networking, opened in the Kashiwanoha Gate Square
Hotel & Residence. It has 6 large and small meeting rooms including one large room that can hold a maximum capacity of 400 people.
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Attraction of Kashiwa-no-ha Conference Center
皆様 のイベント成 功を後 押しする各種サポートをご 提案いたします
We will provide various types of service support to help make your event successful.

ワンストップサービスの実現。
専任のコーディネーターが、会議開催に関する
あらゆるご要望をワンストップで承ります。
お客様の「こうしたい」を、私たちにお聞かせください。

Actualize one-stop service
The full time service coordinator will provide one-stop service
and take your request for organizing a conference.
Let us hear your

I want this.

街全体でのおもてなし。
上階の三井ガーデンホテル柏の葉や隣接するレストラン、
周辺の会議施設などと連携し、
皆様を街全 体で、おもてなしいたします。

Citywide omotenashi (hospitality)
Coordinating the upper ﬂoor of the Mitsui Garden Hotel Kashiwanoha,
the adjoining restaurants, and neighboring conference facilities,
the whole city will provide you Omotenashi.

用途を選ばない柔軟な空間。
展 示会にパーティー、国際会議など、
催事の特 性に合わせた、お客様ならではの空間として、
自在にご利用いただけます。

Multifunctional flexible space
You can freely use the space and cater it uniquely
to the needs of your function,
exhibitions, parties, international conferences and so on.
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小規模な会議からパーティまで、

Equipment

充実の設備でお客様のニーズにお応えします。
From small meetings to parties,
we will cater to your needs with complete facilities.

搬入用
EV

Room1

ホワイエ1

Room2

控室

エントランス

EV

Room3

Room4
ホワイエ２
Room5

Room6

ホワイエ３

ALL Room

館内全域で高速回線が利用可能

多彩な演出が行なえる AV 設備

会議使用に適したマイク設備

ギガビット対応の LAN ネットワークにより、動画

操作卓でスピーカーを一元管理、映像と音による

天井部に設置された赤外線中継装置により、頻繁

の中継も可能です。

演出でプレゼンテーションを彩ります。

にマイクを移動してもストレスを感じません。

[High speed Internet is available throughout the

[Audio Visual equipment for various production

[Microphone sound system appropriate for

entire facility]

uses]

conferences]

Video relay is available with gigabit

LAN networking.
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Speakers can be controlled with a central

With the IR repeater device installed

operating table. Embellish your presentation with

on the ceiling, frequently moving microphone

image and sound effects.

around is effortless.

入り口モニターによる会場案内

開放感のあるエントランス

木目調の落ち着いた雰囲気

１階エントランスに設置された会場案内モニター

吹き抜けに設置されたエスカレーターと階段で、

暖かさを感じる木目調のインテリアで、訪れる

により、ゲストの案内がスムーズに行なえます。

ゆったりとアクセスできます。

ゲストに心地よさを感じていただけます。

[Venue guidance is on the monitor at the entrance]

[Spacious entrance]

[A calming atmosphere with wood decor]

Guidance can be provided smoothly to the guest by

stairs situated in the Atrium.

Easy access by elevator or

the venue guidance on the monitor at the entrance

The warm wood patterned interior will make
visiting guests feel comfortable.

on the 1st ﬂoor.

用途に合わせて柔軟に姿を変える開放的なホワイエ

搬入用エレベーター

２重のシェードにより日光を完全に遮断することも可能なホワイエは、軽食コーナー・受付・クローク・

カンファレンスセンター専用の荷物用エレベーター

パネル展示等、お客様のご希望に応じて自由にお使いいただけます。

で、搬入出も容易に行っていただけます。

[Open foyer with ﬂexibility to customize appearance for multiuse purposes]

The double shades in the

foyer can block the sunlight completely. You can use the area freely, including as a light meal restaurant,

[Freight elevator]

Easy loading in/out with freight

elevator dedicated to the conference center.

a reception desk, a cloakroom, or for panel exhibits, etc.

Room 1-4

Room 5-6

最大 150 インチのスクリーン

ゲストを魅了する大型スクリーン

大型パネル展示も可能な吊り装置

各部屋にスクリーンを完備、部屋をつなげた場合

最大 270 インチのスクリーンを利用して、大迫力

自動昇降機能付き、最大荷重135kg の吊りバトン

にはより大きいサイズでご利用いただけます。

の映像による演出も行なえます。

により、大型の吊り物による演出も可能。

[Largest 150-inch screen]

[A large screen that fascinates guests]

[Hanging devices]

Each room is equipped with screens. Larger screens

Using the largest 270-inch screen, you can perform

descend function and a hanging baton that has a

are available for adjoined rooms.

spectacular video productions.

maximum weight load of 135kg, a production with

With automated ascend and

a large hanging object is possible
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Room 1·2

柔軟にレイアウトを変更可能。
一体利用で最大 100 名の会議にも対応できます。
Flexible change of layout is possible.
Adjoined meeting rooms can hold up to 100 people.

収容人数
面積

天高

スクール

シアター

立食

area

height

school

theater

buffet party

Room1

95 ㎡

3.0ｍ

48

84

60

Room2

95 ㎡

3.0ｍ

48

84

60

190 ㎡

3.0ｍ

99

180

150

Room1+2

分割時でもシアター利用で約 80 名を収容可能です。

横使いでは２面のスクリーンをご利用いただけます。

ホワイエは会議後の懇親会にもご活用いただけます。

Divided room used as a theater can hold about 80 people.

2 screens can be used when the room is oriented

Foyer can be used for a social gathering after a meeting.

sideways.
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capacity

Room 3·4

小規模な会議からクローク、控え室まで、
用途に合わせて姿を変えるユーティリティ性。
Multipurpose utility,
anything from a small-scale meeting to cloakroom or waiting room, etc.

収容人数

capacity

面積

天高

スクール

シアター

立食

area

height

school

theater

buffet party

Room3

49 ㎡

3.0ｍ

18

40

25

Room4

49 ㎡

3.0ｍ

18

40

25

Room3+4

98 ㎡

3.0ｍ

42

80

60

間仕切りは防音性が高く、隣室に音が漏れません。

講演者の控え室としてもご活用いただけます。

ミニセッションにもご利用いただけます。

Partition has a high quality soundprooﬁng so no noise

It can be used as a waiting room for a lecturer.

It can be used for mini sessions.

will leak to the neighboring rooms.
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Room 5·6

変化する空間であらゆる用途に対応。
最大 400 名収容、6.5m の天高を備え、
最新の映像・音響設備でプレゼンテーションを演出する
柏の葉カンファレンスセンターのメインルーム。
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主催者様の休憩室として、

天井ライトによる光の演出と

バックヤードからつながる

最大10,600ルーメンのプロジェクターで

控え室をご利用いただけます。

ゲストを魅了する演出を可能にします。

For the host s greenroom,

Fascinating productions can be created

a waiting room is available which is

with lighting effects made by ceiling lights

accessible from the backyard.

and a 10,600 lumens projector.

In the main room at the Kashiwanoha Conference Center,
the space can be reconfigured for many purposes.
It has a maximum capacity of 400 people, 6.5 meter high ceilings,
and the latest video and sound equipment to enhance your presentation.

天井ライトによる光の演出

各ルーム単体でも 100 名以上のゲストを収容可能です。
Each single room can hold 100 guests or more.

入り口に面するホワイエに受付を設置してゲストをお迎え。
Welcome guests by setting up reception in the foyer,
which faces the entrance.

収容人数

capacity

面積

天高

スクール

シアター

立食

area

height

school

theater

buffet party

Room5

190 ㎡

6.5m

108

192

150

Room6

190 ㎡

6.5m

108

192

150

Room5+6

380 ㎡

6.5m

294

425

350

側面のホワイエは、休憩所やクロークにご利用いただけます。
The side of the foyer can be used for resting and as a cloakroom.
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Support

イベント開催の事務的なサポ ートから、
ゲストに喜んでいただける体験のご提案まで。
柏の葉ならではのコンベンションビューロー機能で、
お客様をサポートいたします。

Support.1

ご要望に沿った施設利用をサポ ート
Support for facility use to fit your needs

会場レイアウト／デザイン
Venue layout/design
イベントの趣旨やゲストの想定人数に合わせて
最適な会場レイアウトをご提案、調達・施工も承ります。
We will propose the best venue layout, and arrange procurement
and construction for the theme of your event and estimated number
of guests.

機材の手配
Equipment arrangement
イベント内容に合わせ、音響・映像・照明等の機材のほか、
展示パネルや通訳で使用する機材などもご用意いたします。
Sound, video, lighting equipment as well as equipment used for
exhibition panels or translation are available to cater to the theme of
your event.

ケータリング
Catering service
ビュッフェスタイルからオードブル、弁当、軽食まで、
ご予算に合わせて多彩なメニューをご提案いたします。
We will propose various menu items
according to your budget from buffet style, to hors d oeuvres, bento
boxes, light meals, etc.
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From administrative support for hosting an event,
to providing the guests with pleasurable experiences,
Kashiwanoha can provide the unique customer service of a convention bureau.

Support. 2

高度なノウハウが必要なイベント運営をサポ ート
Support you with the high-level expertise necessary to manage your event

事務局運営

スケジュール管理

Secretarial administration services

Schedule management

イベント開催の告知やゲストへの電話・メール対応など、

開催日に合わせて綿密な事前準備スケジュールを用意。

手間のかかる事務局運営をサポートいたします。

受付等、当日の運営スタッフの手配にも対応いたします。

We will provide support for secretarial administration tasks such as event

Detailed preparation schedule will be generated. We will arrange

announcement and phone and email correspondence with the guests.

operation personnel such as reception, etc.

Support. 3

柏の葉ならではの体験をサポート
Support the experience you can find only at Kashiwanoha

エクスカーション

近隣会場との連携

Excursions

Coordination with neighboring venues

お客様のご要望に合わせた観光、産業視察、

三井ガーデンホテル柏の葉（宿泊）やオークビレッジ柏の葉

チームビルディングや体験学習などをご提案いたします。

（宴会）など、近隣会場との連携利用もサポートいたします。

We will propose to you suggestions for sightseeing, local industry

We will facilitate for combining our facility use with neighboring facilities

inspections, team building or hands-on learning experiences.

such as Mitsui Garden Hotel Kashiwanoha (accommodation) and Oak
Village Kashiwanoha (banquet hall).
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Access

柏の葉
キャンパス

東武野田線
Tobu Noda Line

JR 武蔵野線

つくば

Tsukuba Express
tsukuba

KashiwanohaCampus

流山
NagareyamaOtakanomori おおたかの森

JR Musashino Line

つくばエクスプレス

JR 山手線 JR Yamanote Line
MinamiNagareyama

上野

JR 中央線 JRChuo Line

秋葉原

Akihabara

東松戸

Higashi-Matsudo

新鎌ケ谷

Tokyo

浜松町
東京モノレール

JR Joban Line

Kashiwa

Kita-Senju

Shinjuku

東京

JR 常磐線

柏

北千住
Ueno

新宿

南流山

Shin-Kamagaya

Tokyo Monorail

高速バス

西船橋

Highway Express Bus

羽田空港

成田スカイアクセス線
Narita SKY ACCESS Line

Hamamatsucho

京成本線 Keisei Line

船橋

JR 総武線 JR Sobu Line

Haneda Airport

Nishi-Funabashi

Funabashi

柏の葉ゲートスクエア MAP

［ 東京方面から電車でお越しの方 ］
秋葉原でつくばエクスプレスに乗り換え、「柏の葉キャンパス駅」下車

成田空港
Narita Airport

Kashiwanoha Gate Square MAP

至 柏 IC

区間快速利用の場合、秋葉原からの所要時間は約 30 分です。

to Kashiwa IC

柏の葉カンファレンスセンター

［ 羽田空港からお越しの方 ］

Kashiwanoha Conference Center

各ターミナルから「柏駅・柏の葉キャンパス駅」行き高速バスをご利用ください。
駐車場

所要時間は約 75 分です。

parking Lot

［ 車でお越しの方 ］

ショップ＆オフィス

常磐自動車道「柏 IC」千葉方面出口より約 2km。

Shop & Office

※表記の所要時間は目安です。状況により異なる場合がございます。

オークビレッジ
柏の葉
Oak Village Kashiwanoha

[By train from Tokyo area]
ららぽーと柏の葉

Change train at Akihabara station to Tsukuba Express.

LaLaport Kashiwanoha

Get off at Kashiwanoha Campus Station

柏の葉キャンパス駅
Kashiwanoha-Campus Sta.

Travel time: 30 minutes from Akihabara Station by Regional Rapid Service train.
[By bus from Haneda Airport]
From any terminal, use an express bus bound for Kashiwa Station/Kashiwanoha Campus Station.

Travel time: 75 minutes

[By car]
2 Km from Joban Expressway

Kashiwa IC

Chiba bound exit

※The indicated travel time is estimated. It is subject to change based on trafﬁc conditions.

お問い合わせ
Contact Information

柏の葉カンファレンスセンター
〒277-0871

Kashiwanoha Conference Center

千葉県柏市若柴 178-4 柏の葉キャンパス 148 街区 2

Hotel & Residences Building 2F 148-2, Kashiwa-no-ha Campus 178-4 Wakashiba, Kashiwa-city, Chiba, 227-0871

tel. 04-7133-4650（ 受付時間 平日 9:00〜18:00 ）

hours : weekdays 9:00-18:00

www.kashiwanoha-hall.jp
※記載内容は 2014 年 6 月現在の情報であり、今後予告なく変更する場合があります。
※All the description is current as of the date June, 2014. They are subject to change without prior notice.

