
（別紙１）Ｇメッセ群馬諸元 ※略称については、建築工事実施設計図Ａ－０２４図～Ａ０２６図を参照。

機能 階数 面積 天井高 主な仕様

展示
施設

１F 展示ホー
ル

  展示場ホール(1) 3329.01㎡ 21.00m
（トラス下
端）

  展示場ホール(2) 3355.09㎡

  展示場ホール(3) 3323.00㎡

計 10007.10㎡

主催者事務室(1) 29.97㎡
主催者事務室(2) 29.99㎡
主催者事務室(3) 29.39㎡

ゴミ置場 ゴミ置場(C-1) 31.58㎡
ゴミ置場(C-2) 31.59㎡
ゴミ置場(C-3) 21.42㎡
ゴミ置場(C-4) 15.96㎡
ゴミ置場(C-5) 15.74㎡
ゴミ置場(C-6) 12.35㎡

倉庫 倉庫(C1-1) 33.48㎡
倉庫(C1-2) 29.38㎡
倉庫(C1-3) 24.77㎡
倉庫(C1-4) 29.39㎡
倉庫(C1-5) 24.78㎡
倉庫(C1-6) 29.39㎡
倉庫(C1-7) 42.80㎡
倉庫(C1-8) 38.59㎡
倉庫(C1-9) 28.33㎡
倉庫(C1-10) 13.45㎡
倉庫(C1-11) 82.62㎡
倉庫(C1-12) 19.12㎡ 2.70m
倉庫(C1-13) 35.21㎡
倉庫(C1-14) 35.15㎡
倉庫(C1-15) 32.71㎡
倉庫(C1-16) 38.11㎡
倉庫(C1-17) 35.15㎡
倉庫(C1-18) 35.21㎡
倉庫(C1-19) 19.07㎡

トイレ 男子便所(C1-1) 29.96㎡ 2.70m

男子便所(C1-2) 30.15㎡

男子便所(C1-3) 30.23㎡

女子便所(C1-1) 35.26㎡

女子便所(C1-2) 35.26㎡

女子便所(C1-3) 35.26㎡

男子便所(C1-4) 20.39㎡ 2.70m
男子便所(C1-5) 14.21㎡
男子便所(C1-6) 13.73㎡
女子便所(C1-4) 24.16㎡
女子便所(C1-5) 15.70㎡
女子便所(C1-6) 22.43㎡

2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス押え
/壁：押出成形セメント板＋NAD、グラス
ウールガラスクロス押え、石膏ボード＋EP
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性硬化剤）
・可動間仕切り
・電気・空調・映像・音響等は分割利用に対
応
・暗幕バトン
・設備ピット
・吊金物：スイングフック、M16ボルト-ナット
・天井点検用キャットウォーク
・床耐荷重５ｔ/㎡、天井吊荷重1.1t/点(最
大)

主催者
事務室

室名

2.70m

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー

2.70m
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

１F トイレ  身障者用トイレ(C1-1) 5.28㎡ 2.70m

 身障者用トイレ(C1-2) 5.28㎡

 身障者用トイレ(C1-3) 5.28㎡

 だれでもトイレ(C1-1) 5.64㎡ 2.70m

 だれでもトイレ(C1-2) 5.64㎡

 だれでもトイレ(C1-3) 5.64㎡

給湯室  給湯室(C1-1) 8.89㎡

 給湯室(C1-2) 8.95㎡

 給湯室(C1-3) 11.35㎡

間仕切格納庫(C1) 33.41㎡

間仕切格納庫(C2) 35.81㎡

間仕切格納庫(C3) 33.41㎡

間仕切格納庫(C4) 36.14㎡

階段前室(C4-1) 16.11㎡ - ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

搬入通路 搬入通路(1-1) 165.44㎡
搬入通路(1-2) 164.82㎡
搬入通路(1-3) 165.83㎡
搬入通路(1-4) 95.97㎡
搬入通路(1-5) 129.15㎡
搬入通路(1-6) 97.66㎡

 搬入通路(1-7) 25.11㎡ 2.70m

  搬入通路(1-8) 25.11㎡

廊下 廊下(C1-1) 194.66㎡
廊下(C1-2) -
廊下(C1-3) 189.67㎡
廊下(C1-4) -
廊下(C1-5) 189.67㎡
廊下(C1-6) -
廊下(C1-7) 39.18㎡ 2.70m
廊下(C1-8) -
廊下(C1-9) 27.37㎡
廊下(C1-10) -
廊下(C1-11) -

2F 控室(C2-1) 17.18㎡ 2.70m
控室(C2-2) 36.56㎡
控室(C2-3) 36.56㎡
控室(C2-4) 41.97㎡
控室(C2-5) 22.20㎡
控室(C2-6) 15.98㎡
控室(C2-7) 36.63㎡
控室(C2-8) 41.28㎡
控室(C2-9) 36.72㎡
控室(C2-10) 31.85㎡
控室(C2-11) 40.59㎡

展示
施設

-

4.55m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：コンクリート立ち上がり＋NAD、グラス
ウールガラスクロス貼
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性塗布防
水）

2.70m
（一部
5.40m）

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
＋EP
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビ
シート、グラスウールガラスクロス貼
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性硬化材）

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP、グラスウールガラス
クロス貼
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性硬化材）
・キャットウォーク

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G、グラスウールガラ
スクロス貼
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性硬化材）

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G（一部ビニルクロ
ス）
/床：タイルカーペット
・可動間仕切（C2-1、6除く）

間仕切
格納庫

控室
(商談室)

2.40m

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・ベビーキープ、ベビーシート
・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・流し台、吊戸棚、給湯器
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

2F 給湯室  給湯室(C2-1) 5.57㎡ 2.40m

 給湯室(C2-2) 7.31㎡

 給湯室(C2-3) 5.93㎡

倉庫 倉庫(C2-1) 8.81㎡ 2.70m
倉庫(C2-2) 11.41㎡
倉庫(C2-3) 28.74㎡
倉庫(C2-4) 12.84㎡

トイレ  男子便所(C2-1) 49.47㎡ 2.70m

 男子便所(C2-2) 49.47㎡

 男子便所(C2-3) 49.47㎡

 男子便所(C2-4) 9.76㎡

 男子便所(C2-5) 20.53㎡

 女子便所(C2-1) 67.24㎡ 2.70m

 女子便所(C2-2) 67.24㎡

 女子便所(C2-3) 67.24㎡

 女子便所(C2-4) 8.79㎡

 女子便所(C2-5) 25.83㎡

 身障者用トイレ(C2-1) 5.88㎡ 2.70m

 身障者用トイレ(C2-2) 5.88㎡

 身障者用トイレ(C2-3) 5.85㎡

 だれでもトイレ(C2-1) 5.99㎡ 2.70m

 だれでもトイレ(C2-2) 5.99㎡

 だれでもトイレ(C2-3) 6.01㎡

更衣シャワー室(C2-1) 9.21㎡ 2.40m

更衣シャワー室(C2-2) 5.99㎡

コイン
ロッカー

コインロッカーコー
ナー

14.88㎡ 2.70m

コインロッカーコー
ナー

23.04㎡

コインロッカーコー
ナー

23.38㎡

階段前室(C4-2) 10.79㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

コンコー
ス

コンコース(1) 471.62㎡ 4.20m

コンコース(2) 444.45㎡

コンコース(3) 495.71㎡

展示
施設

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋一部化粧塩ビ
シート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切（C2-1～3）
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー
・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋一部化粧塩ビ
シート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー
・パウダーカウンター
・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・ハンドドライヤー
・オストメイト、ユニバーサルシート（C2-1）

更衣
シャワー
室

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・流し台、吊戸棚、給湯器

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・べビ－キープ、ベビーシート
・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：ビニル床シート
・ユニットシャワー、脱衣棚、洗面化粧台、
化粧鏡

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ゴムタイル

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP-G、一
部アルミパンチングメタル
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシー
ト、一部アルミパンチングメタル、一部石膏
ボード＋EP-Gの上アルミルーバー
/床：ゴムタイル
・クールアンドヒートスポットベンチ、ロール
ブラインド
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

2F 展示ホール入口(1) 143.13㎡ 2.70m

展示ホール入口(2) 126.51㎡

展示ホール入口(3) 126.50㎡

117.56㎡ 2.70m

69.35㎡

137.24㎡

空調機械
室

空調機械室(C3-1) 274.34㎡ -
空調機械室(C3-2) 283.60㎡
空調機械室(C3-3) 270.58㎡
空調機械室(C3-4) 251.94㎡
空調機械室(C3-5) 253.13㎡
空調機械室(C3-6) 253.13㎡

電気室 電気室(C3-1) 126.22㎡ -

電気室(C3-2) 126.22㎡

電気室(C3-3) 109.95㎡

電気室(C4-1) 103.64㎡

16.26㎡ 2.70m

11.08㎡

会議
施設

1F 職員事務室 197.65㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット（ＯＡフロア）
・受付カウンター、ロールブラインド

職員会議室 21.89㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット

空調機械室(M1-1) 42.34㎡ -

空調機械室(M1-2) 193.80㎡ -

非常用発電機室 110.06㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

防災センター 56.96㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット（ＯＡフロア）

電気室(M1-1) 355.35㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

倉庫 倉庫(M1-1) 18.50㎡ 2.70m
倉庫(M1-2) 39.35㎡
倉庫(M1-3) 13.88㎡

展示
施設

空調機械
室

展示
施設

3F

廊下(C2-1a)

廊下(C2-1b)

廊下(C2-1c)

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
＋EP
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

展示ホー
ル入口

階段前室(C4-3)

階段前室(C7-3)

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
＋EP
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビ
シート、グラスウールガラスクロス貼、一部
化粧有孔吸音パネル
/床：ゴムタイル
・点字鋲
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

1F 備蓄倉庫 備蓄倉庫(1) 14.16㎡ 2.70m
備蓄倉庫(2) 22.97㎡
備蓄倉庫(3) 16.96㎡
備蓄倉庫(4) 22.25㎡
備蓄倉庫(5) 28.94㎡

控室 控室(M1-1) 17.45㎡ 2.70m
控室(M1-2) 20.45㎡
控室(M1-3) 8.68㎡
控室(M1-4) 13.80㎡
控室(M1-5) 11.11㎡

予備室 予備室(1) 102.14㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット（ＯＡフロア）

予備室(2) 50.71㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ゴムタイル
・ロールブラインド

給湯室 給湯室(M1-1) 4.87㎡ 2.70m

給湯室(M1-2) 5.68㎡

給湯室(M1-3) 4.03㎡

特別応接室 37.33㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット
・トイレ、飾棚、クロゼット

救護室 15.21㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：ビニル床シート
・カーテンレール

交換機室 7.42㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

サーバー室 32.53㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

屋内局室 17.98㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット

警備員室 警備員控室 24.69㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット

警備員更衣室
・シャワー室

7.04㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：ビニル床シート
・ユニットシャワー

職員更衣
室

職員男子更衣室 9.25㎡

職員女子更衣室 9.50㎡

授乳室 18.79㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：ビニル床シート
・流し台（調乳ユニット）、カーテンレール

会議
施設

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・流し台、吊戸棚

2.70m
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

会議
施設

1F トイレ 男子便所(M1-1) 21.34㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ハンドドライヤー

女子便所(M1-1) 23.08㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ハンドドライヤー

だれでもトイレ 4.84㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡

消火ポンプ室 81.67㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

消火ボンベ室 23.29㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

清掃員室 清掃員控室 16.76㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

清掃員男子更衣室 3.56㎡ 2.70m
清掃員女子更衣室 5.62㎡

エントランスロビー(1) 327.34㎡ 4.20m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス、一部成形
セメント板＋NAD
/床：ゴムタイル

風除室(1-1) 13.78㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：アルミパネル
/壁：アルミパネル
/床：ゴムタイル

階段付室(M1-1) 7.18㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

荷捌室(1) 79.20㎡ 2.95m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性塗布防
水）ゴミ置場(M-1) 12.87㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：コンクリート（金ゴテ、浸透性塗布防
水）
・地流し

廊下 廊下(M1-1) 74.99㎡

廊下(M1-3) 45.26㎡

廊下(M1-2) 259.31㎡

廊下(M1-4) 135.74㎡

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ゴムタイル

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

4.20m

2.70m
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

2F 中会議室 中会議室(1)

中会議室(2)

計 603.98㎡

メイン
ホール

メインホール(a) 456.12㎡

メインホール(b) 440.67㎡

メインホール(c) 400.81㎡

計 1335.01㎡

控室 控室(M2-1) 5.76㎡ 2.70m
控室(M2-2) 5.76㎡
控室(M2-3) 6.53㎡
控室(M2-4) 21.77㎡

倉庫 倉庫(M2-1) 13.25㎡ 2.70m
倉庫(M2-2) 26.89㎡
倉庫(M2-3) 14.85㎡
倉庫(M2-4) 19.57㎡
倉庫(M2-5) 21.87㎡
倉庫(M2-6) 23.17㎡
倉庫(M2-7) 23.66㎡
倉庫(M2-8) 11.07㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：直天井＋野縁ルーバー
倉庫(M2-9) 14.81㎡ /壁：石膏ボード素地
倉庫(M2-10) 15.27㎡ /床：ビニル床シート
倉庫(M2-11) 10.93㎡
倉庫(M2-12) 6.84㎡

パントリーパントリー(M2-1) 61.93㎡ 2.70m

パントリー(M2-2) 9.95㎡

トイレ 男子便所(M2-1) 67.36㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ベビーキープ・ハンドドライヤー

女子便所(M2-1) 85.45㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー
・パウダーカウンター

会議
施設

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：化粧有孔ケイ酸カルシウム板、有孔ケ
イ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート、グラ
スウールガラスクロス貼、一部アルミルー
バー
/床：タイルカーペット
・照明バトン・美術バトン・固定バトン
・可動間仕切、間仕切格納庫、調整機器
室、倉庫
・スクリーンボックス

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP、一部有
孔石膏ボード＋EP
/壁：グラスウール＋敷目板＋EP、ケイ酸カ
ルシウム板＋EP-G、一部有孔ケイ酸カル
シウム板＋EP-G
/床：タイルカーペット
・可動間仕切り、間仕切格納庫、調整機器
室
・スクリーンボックス

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・吊戸棚、流し

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

7.00m
（トラス下
端）

3.95m
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

2F トイレ 身障者用トイレ
(M2-1)

6.20㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・オストメイト、ユニバーサルシート
・ベビーキープ、ハンドドライヤー

だれでもトイレ(M2-
1)

6.31㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・ベビーキープ、ベビーシート

9.20㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・流し台、吊戸棚、給湯機

7.18㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

12.43㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

荷捌室(2) 74.07㎡ 2.95m ・内部仕上：天井：石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ゴムタイル（耐荷重）

空調機械室(M2-1) 42.77㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

風除室 風除室(2-1) 110.17㎡ 2.50m

風除室(2-2) 18.75㎡

ホワイエ ホワイエ(M2-1) 1277.36㎡ 4.20m

ホワイエ(M2-2) 438.65㎡

廊下 廊下(M2-1) 161.01㎡ 2.70m

廊下(M2-3) 100.88㎡

廊下(M2-2) 55.00㎡ 2.40m

廊下(M2-4) 58.99㎡

カフェ 18.46㎡ 4.20m ・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP-G、一
部アルミパンチングメタル
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシー
ト、一部アルミパンチングメタル
/床：ゴムタイル

会議
施設

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ゴムタイル（耐荷重）

・内部仕上：天井：アルミパネル
/壁：アルミパネル
/床：磁器質タイル

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP-G、一
部アルミパンチングメタル
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシー
ト、一部アルミパンチングメタル、一部不燃
木パネル
/床：ゴムタイル
・ロールブラインド

階段付室(M1-2)

階段付室(M2-2)

給湯室(M2-1)

8



機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

会議
施設

3F 中会議室 中会議室(3) 304.12㎡ 3.95m

中会議室(4) 300.00㎡

計 604.12㎡

小会議室 小会議室(1) 75.35㎡ 2.70m

小会議室(2) 74.95㎡

会議室 会議室(M3-1) 27.24㎡ 2.70m

会議室(M3-2) 18.82㎡

倉庫 倉庫(M3-1) 19.01㎡ 2.70m
倉庫(M3-2) 17.28㎡
倉庫(M3-3) 19.20㎡
倉庫(M3-4) 5.17㎡
倉庫(M3-5) 16.80㎡

控室 控室(M3-1) 23.68㎡ 2.70m
控室(M3-2) 23.68㎡
控室(M3-3) 26.64㎡

給湯室(M3-1) 6.09㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・流し台、吊戸棚、給湯器

トイレ 男子便所(M3-1) 31.23㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー

女子便所(M3-1) 44.14㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー
・パウダーカウンター

身障者用トイレ
(M3-1)

5.04㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡

だれでもトイレ(M3-
1)

6.25㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・ベビーキープ、ベビーシート

7.26㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP、一部有
孔石膏ボード＋EP
/壁：グラスウール＋敷目板＋EP、ケイ酸カ
ルシウム板＋EP-G、一部有孔ケイ酸カル
シウム板＋EP-G
/床：タイルカーペット
・可動間仕切、間仕切収納庫、調整機器室
・スクリーンボックス

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

階段付室(M1-3)
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

会議
施設

3F 11.61㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

空調機械
室

空調機械室(M3-1) 11.57㎡ -

空調機械室(M3-2) 44.86㎡

ホワイエ ホワイエ(M3-1) 510.30㎡ 3.95m

ホワイエ(M3-2) 178.31㎡

廊下(M3-1) - 3.95m ・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP-G
/壁：石膏ボード＋EP-G一部準不燃構造用
合板＋準不燃天然木
/床：タイルカーペット

廊下(M3-2) 119.63㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

廊下(M3-3) 22.50㎡ 2.70m

廊下(M3-4) -

会議
施設

4F 大会議室 大会議室(a) 308.40㎡ 5.40～
6.10m

大会議室(b) 343.13㎡

計 651.53㎡

小会議室 会議室（3) 83.64㎡ 2.70m

会議室（4） 86.80㎡

会議室(M4-1) 30.48㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット
・可動間仕切

控室 控室(M4-1) 9.75㎡ 2.40m
控室(M4-2) 33.84㎡
控室(M4-3) 29.54㎡
控室(M4-4) 31.60㎡

展望ラウンジ 627.36㎡ 3.95m ・内部仕上：天井：石膏ボード+EP-G
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシー
ト、一部準不燃構造用合板＋準不燃天然
木
/床：タイルカーペット
・ロールブラインド

ホワイエ ホワイエ(M4-1)

ホワイエ(M4-2)

・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP-G
/壁：石膏ボード＋EP-G一部ケイ酸カルシ
ウム板＋化粧塩ビシート、一部準不燃構造
用合板＋準不燃天然木
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋ビニルクロス
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：石膏ボード＋EP、一部有
孔石膏ボード＋EP
/壁：グラスウール＋有孔ケイ酸カルシウム
板、アルミルーバー化粧シート貼
/床：タイルカーペット
・可動間仕切り、間仕切収納庫、調整機器
室
・照明バトン、美術バトン
・AVスペース架、倉庫

119.47㎡

廊下

階段付室(M2-3)

・内部仕上：天井：石膏ボード+EP-G
/壁：石膏ボード＋EP-G、ケイ酸カルシウム
板＋化粧塩ビシート、一部準不燃構造用鋼
板＋準不燃天然木
/床：タイルカーペット
・ハイサイドライト

3.95m
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機能 階数 面積 天井高 主な仕様室名

会議
施設

4F パントリー(M4-1) 22.12㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・吊戸棚、流し

給湯室(M4-1) 7.66㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：化粧ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート

倉庫 倉庫(M4-1) 8.49㎡ 2.40m
倉庫(M4-2) 24.21㎡
倉庫(M4-3) 9.76㎡
倉庫(M4-4) 26.92㎡ 2.70m
倉庫(M4-5) 13.09㎡ 2.40m
倉庫(M4-6) 13.82㎡

トイレ 男子便所(M４-1) 36.73㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、汚垂石、
鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー

女子便所(M４-1) 42.35㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板＋化粧塩ビシート
/床：ビニル床シート
・可動間仕切り
・ライニング、トイレブース、手摺、鏡、姿見
・ベビーキープ、ハンドドライヤー
・パウダーカウンター

身障者用トイレ(M
４-1)

6.29㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡

だれでもトイレ(M４
-1)

6.29㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：ケイ酸カルシウム板
/床：ビニル床シート
・ライニング、はねあげ式手摺、L型手摺、
鏡
・ベビーキープ、ベビーシート

10.66㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

14.84㎡ 2.40m ・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

空調機械室(M4-1) 58.69㎡ - ・内部仕上：天井：グラスウールガラスクロ
ス貼
/壁：グラスウールガラスクロス貼、石膏
ボード素地
/床：コンクリート（金ゴテ、防塵塗装塗）

非常用バルコニー前室 21.41㎡ 2.70m ・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：ビニル床シート

廊下 廊下(M4-1) 193.88㎡

廊下(M4-2) -

廊下(M4-3) 13.86㎡

階段付室(M1-4)

階段付室(M2-4)

・内部仕上：天井：ロックウール化粧吸音板
/壁：石膏ボード＋EP-G
/床：タイルカーペット

・内部仕上：天井：化粧石膏ボード
/壁：石膏ボード素地
/床：ビニル床シート

2.40m
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