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１から創り上げる企画＆提案力で多くの実績があります。

特別講師を招いた講習会 スクリーンを使ったセミナー 本格的な料理 大人数の入社式

[ マイス ] とは…MICE
Meeting （会議・研修・セミナー）
Incentive （報奨・表彰・研修）
Conference （大会・学会・会議）
Exhibition （展示会）   の頭文字のこと。
多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。

[ エルフラット マイス ]

岐阜市・大垣市で人が集まる
そんなときは

創業 20 年の歴史を持つエルフラットの
ウエディング事業で培った企画力や
スタッフのホスピタリティを活かし

企業様のイベントをサポートいたします。

L.FLAT

周年記念式典   懇親会   謝恩会   研修   講習   勉強会   セミナー   試験   会議  等々

プランニングから当日のオペレーションはもちろん

イベント後のアフターケアまで 当社にてサポートいたします。



料理演出
・オープンキッチンでの料理パフォーマンス

・シェフからのメニュー紹介

・バーカウンターからのドリンクサービス

料理対応
・弊社会場以外での料理提供（ケータリング）

・企業や地元の特定食材の使用

・マイトングを使用した料理提供

・お土産用お菓子のご用意

写真撮影
・参加者全員での集合写真撮影

・スナップ写真撮影

・記念アルバム作成

記念品手配
・企業の名入れ記念品

・お祝い花束贈呈

・参加者全員用の記念ギフト

各種演出
・階段からの入場

・ピアノ生演奏や
   外国人ボーカルなどの
   音楽演出

・スポットライトや
   レーザー光線の光の演出

映像制作
・企業プロモーション映像の制作

・個人プロフィール映像の制作

・当日記録映像

演出・アイテム



お問い合わせから当日・アフターケアまでの流れ

お問い合わせ
まずはお気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。

ご予約は1年前から可能。（平日のみ・土日祝はご相談ください）

ご訪問
ご都合のよい訪問先・日時をご指定ください。（ZOOM等でのWEBお打合せも可能です）

代表者のお名前、企業様のお名前、代表者のご連絡先、ご利用プラン、ご利用人数、

送迎の有無などをお伺い致します。

ご見学
企画提案

ご見学、日時調整、お見積りご提案をさせて頂きます。

事前に詳細をお伺いできれば、ご希望のテーブルレイアウトをご覧頂く事も可能です。

ご予約 お見積書・会場・内容にご満足頂けましたら、正式にお申し込みをお願いいたします。

事前お打合せ
（1ケ月前目安）

開始終了時間・人数・お料理内容・送迎等々の詳細が決まり次第、お聞かせください。

会場レイアウト・お料理・進行についての詳細のお打合せをさせて頂きます。

最終お打合せ
（1週間前目安）

会場レイアウトの確認、進行チェック、お持込品の搬入の確認をさせて頂きます。

当日のご不安な点を全てお聞かせください。

当日
ご担当者様は1時間半前を目安にお越し頂き、最終確認をお願いいたします。

受付からお見送りまでサポートさせて頂きます。

アフターケア
ご依頼頂いた写真・映像のお渡しをさせて頂きます。（ご郵送も可能です）

記念品の後日追加注文も可能です。お気軽にお申し付けください。
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岐阜市エリア ラ・ルーナ ピエーナ別邸

〒500-8006　岐阜県岐阜市堤外 359-1

アクセス：岐阜駅から車で 10分

駐車場　：35台

収容人数：着席 90名　立食 110 名

岐阜有数の観光地・川原町に佇む邸宅。
歴史ある町並みに馴染むよう 外観に和の趣を取り入れた造りの建物は

落ち着いた雰囲気でゆったりと過ごせる空間。

付帯設備
着替控室（３室）、写真室、オープンキッチン、音響
カラオケ、電子ピアノ、プロジェクタースクリーン 等



岐阜市エリア クオーリ クオーリ

〒502-0914　岐阜県岐阜市菅生 2-5-6

アクセス：JR西岐阜駅から車で 10分

駐車場　：30台

収容人数：着席 90名　立食 120 名

閑静な住宅街で人気の菅生エリアに佇む ナチュラルテイストな会場。
木の温もりを感じるパーティ会場や

噴水のあるガーデンが若い女性を中心に人気。

付帯設備
控室（4室）、着替室（4室）、写真室、オープンキッチン
音響、カラオケ、グランドピアノ
プロジェクタースクリーン等



岐阜市エリア ザ・パームガーデン

〒500-8212　岐阜県岐阜市日野南 8-38-11
アクセス：岐阜駅から車で 15分
駐車場　：100台
収容人数：プールヴィラ　    着席 150 名　立食 200 名
                  ガーデンヴィラ　着席 100名　立食 150 名

エルフラットグループ最大の大型会場。
大小２つのテイストの異なる会場は それぞれプール付きで

まるで海外リゾートを訪れたかのような空間。

付帯設備
控室（4室）、着替室（6室）、集合写真用大階段
オープンキッチン、会場内階段、プール、音響、カラオケ
グランドピアノ、プロジェクタースクリーン等

◀ プールヴィラ・パーティ会場
▼ プールヴィラ・ガーデン

▲ ガーデンヴィラ・ガーデン
ガーデンヴィラ・パーティ会場 ▶



西濃エリア ザ・スイト ハウス

〒503-0015　岐阜県大垣市林町 6-80-56

アクセス：大垣駅から徒歩 3分

駐車場　：35台

収容人数：着席 150名　立食 200 名

大垣駅より徒歩３分の好立地。
大型ショッピングモールも至近で利便性はグループ随一。

上質な会場や開放的なプール付きガーデンで自由度の高い演出が可能。

付帯設備
控室（4室）、着替室（3室）、集合写真用大階段
オープンキッチン、会場内階段、音響、カラオケ
グランドピアノ、プロジェクタースクリーン等



貸切パーティ料理プラン 30 名～

30名～

＊上記セミナープランは円卓テーブルスタイルとなります。（1卓最大 8名様まで）
＊音響設備、プロジェクター、ワイヤレスマイク（3本）がプランに含まれます。

上記プランは平日のみの受付となります。土・日・祝日はご相談ください。

各会場ごとにプランをご用意しております。
※下記のプランは一例でございます。
それぞれの会場で金額が異なりますので詳細はお問い合わせください。

＊フリードリンクは開宴より 2時間となります。
＊音響設備、ワイヤレスマイク（3本）がプランに含まれます。
＊規定の人数以下の場合、お問い合わせください。

＊セミナープラン　 ￥44,000～（税抜￥40,000 ～）
       ペットボトルのお茶付き（人数分）

　　※コーヒー・紅茶をご希望の場合は　￥550（税込）× 人数分にてご用意いたします。

※セミナープランの会場使用基本時間は 2時間となります。
    その後延長の場合は 1 時間ごとに￥22,000（税込）の追加料金を頂戴いたします。

貸切セミナープラン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

全プラン共通

フリードリンク（上記の各プランに含まれております）

＊パーティプランＡ　￥8,250 ～（税抜￥7,500 ～）
       コース料理 ５品　［前菜、スープ、パスタ、メイン料理、デザート］

＊パーティプランＢ　￥11,000～（税抜￥10,000 ～）
       コース料理 ６品　［前菜、スープ、パスタ、魚料理、肉料理、デザート］

＊ビュッフェプラン　￥6,600～（税抜￥6,000 ～）
       お料理 約 10 種類、デザート 約 5種類

ビール、赤・白ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー、カクテル、梅酒

オレンジ、アップル、グレープフルーツ、ブラッドオレンジ 各ジュース

コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、ノンアルコールビール



会場費 及び 諸設備料金 消費税込み

無料貸出品
□ マイク無線２本

□ 音響設備

□ マイクスタンド

□ 延長コード２本

※その他貸出品・販売品のご利用ご希望の際はお気軽にお申し付けください。
※ご利用時間により金額は異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

映
像
レ
ン
タ
ル
品

DVD / Blu-ray デッキ ¥2,200

LANケーブル ¥550

RGBケーブル ¥550

ホワイトボード ¥3,300

スクリーン ¥33,000

プロジェクター ¥33,000

6時間（基本）

控室 ¥11,000

着替室 ¥5,500

宴会場（～150名） ¥110,000

宴会場（～80名） ¥77,000

ブライズルーム ¥27,500

チャペル ¥55,000会
場

6時間（基本）

音
響
レ
ン
タ
ル
品

追加マイクスタンド１本 ¥550

追加マイク無線１本 ¥3,300

6時間（基本）

追加マイク有線１本 ¥2,200

スポットライト ¥8,800

グランドピアノ ¥16,500

カラオケ機材 ¥11,000

スナップアルバム ￥154,000～

スナップアルバム増刷

写
真
・
映
像
販
売
品

￥52,800～

集合写真 ￥22,000～

集合写真焼き増し ￥5,500～

プロフィール映像 ￥55,000～

エンドロール映像 ￥143,000～

当日記録映像 ￥143,000～

当日記録映像コピー ￥11,000～

招待状 ￥385～

席次表（座席表）

そ
の
他
販
売
品

￥550～

贈答用花束 ￥3,300～

卓上装花 ￥5,500～

名入り記念品 ￥4,950～

参加者用プチギフト ￥275～

席札 ￥150～

カタログギフト ￥3,300～

※延長の場合、1時間毎に６時間基本料金の 10％を頂戴いたします。



エルフラットMICE［マイス］窓口　11:00 ～ 19:00（火曜定休）

Tel.0120-590-175
mail: mice@e-wedding.co.jp

お問い合わせ・お申し込み

音
響


