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＜地下鉄 / Subway＞
「国際会館駅」下車、徒歩5分

地下鉄出入口 4 -2をご利用ください。

＜車 / Car＞
京都駅からタクシーで30～40分。

5 minutes on foot from "Kokusaikaikan Station"
Please use subway exit 4-2.

30 to 40 minutes by taxi from Kyoto station.

Subway Exit

宿泊施設 ロッジ玄関
Lodging Facility Entrance

〒606-0001　京都市左京区宝ヶ池　電話：（075）705-1229
http://www.icckyoto.or.jp 　e-mail:ask@icckyoto.or.jp

営業推進部
Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto, 606-0001 JAPAN
http://www.icckyoto.or.jp 　e-mail:ask@icckyoto.or.jp
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Floor Plan

Sample Layout

平面図

レイアウト例

ニューホール（仮称）

「既存施設との調和と革新」「豊かな自然環境に協調するデザイン」を設計コンセプト
とする2,000㎡の空間は、展示、イベント、会議からパーティーをともなう企業インセン
ティブまで多目的にご利用いただけるコミュニケーション空間です。京都ならではの
調度品をパブリックスペース等にしつらえ、集いの場にアクセントを加えました。隣接
するイベントホールとの一体的な利用で2,000名を超える催事にも対応が可能な
うえ、独立性が高い5,000㎡の参加者専用エリアとしての演出が可能です。

With its design concepts of "Innovation and harmony with existing structures" and "Design 
that harmonizes with the abundant natural environment", this 2,000㎡ multipurpose 
communication space is ideal for Exhibitions, Events, Conferences, and Corporate 
Incentives. Uniquely Kyoto furnishings decorate the public spaces, giving an accent to this 
place of networking. May be used for events of 2,000 or more attendees in conjunction with 
the adjacent Event Hall to create 5,000㎡ separate area for exclusive use of your guests.

外観　Exterior

ロビースペース　Lobby space

ホール内　Hall interior

＊すべて完成イメージのため実際とは異なる場合がございます。*All images are concepts and may differ from actual structure.

アプローチ（連絡歩廊）　Approach 

New Hall

New space in Kyoto fulfills diverse needs

本館へ
To Main Building

40.6m

46
.5

m

地下鉄へ
To Subway

Area：2,000㎡ Area：3,000㎡

ニューホール（仮称）
New Hall（NH）

駐車場
Parking Lot 

イベントホール（既設）
Event Hall（EH）

シアター形式 ： 1,600席
Theater Style Layout : 1,600 seats 

円卓形式 ： 800席
Round Table Layout : 800 seats 

2,000 ㎡

10.0 ｍ

1.0 t/㎡

ポスターパネル（W900）
展示（W2000×D2000）

360演題
80小間

Poster Panel : 360 Titles (W900)
Display : 80 Booth (W2000×D2000)

スクール形式 ： 900席
Schoolroom Layout : 900 seats 

（1,614 seats） （820 seats）

（990 seats）

New Hall Outline

概要

2,000 ㎡

Ceiling height 10.0 m

Floor load capacity 1.0 t/㎡

・1 Lighting batten (movable)
・1 Art batten (movable)
・2 Waiting rooms

天井高　

耐荷重　

・照明バトン（可動式）1本
・美術バトン（可動式）1本
・特別室・控室

多様なニーズにお応えする、京都のあたらしい空間

Maximum 2,500 guests

2,500 名最大収容人数　

完 成 イ メ ー ジ（ 全 景 ） /   中 央：ニ ュ ー ホ ー ル
Completion Concept (full view)  / Center: New Hall

（仮称）
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	国際会館NHパンフレット_B閲覧用

