
EXHIBITION HALL PARTY PLAN
展示ホール パーティープランパシフィコ横浜

THE LARGEST PARTY PLAN in Japan国内最大級の大規模パーティープラン

高品質な料理とサービスを提供する「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」と、世界でも常に高い評価を得ている
MICE施設「パシフィコ横浜」が最大7,000名の大規模なパーティーを実現いたします。

Intercontinental Yokohama Grand and spacious PACIFICO Yokohama accommodates up to 7,000 people at Exhibition Hall.

立食形式 BUFFET STYLE ￥13,500
ブッフェ・フリードリンク（4種） / Bu�et Menu, Open Bar（4 items）

1名様 per person

1名様 per person

1名様 per person

1名様 per person

卓盛形式 PLATTER STYLE ￥20,000
卓盛・フリードリンク（4種） / Platter Menu, Open Bar（4 items）

正餐形式 COURSE STYLE ￥24,000
正餐・フリードリンク（4種） / Course Menu, Open Bar（4 items）

カクテル形式 COCKTAIL STYLE ￥10,000
おつまみ・フリードリンク（3種） / Cocktail Menu, Open Bar（3 items）

●  人数：　立食・カクテル形式　1,700名様より　卓盛・正餐形式 　800名様より
●  時間：　2時間（16:00～20:00の時間内）

●  Number of Guests ：　Bu�et and Cocktail Style   1,700 guests or more
    　　　　　　　　　 Platter and Course Style     800 guests or more
●  Time：　2 hours between 16:00 and 20:00

●  プラン会場：　　    展示ホール　（3,300㎡／6,700㎡／10,000㎡）

●  お飲物：　　　　    右記よりお選びいただけます　（ビール／赤ワイン／白ワイン／スタンダードカクテル／ウィスキー／日本酒／焼酎／紹興酒／ソフトドリンク）

●  各料金は1名様あたりの料金です。室料・音響・照明・映像（カクテル形式を除く）・基本ステージ・機材他・設営費・運搬費・サービス料が含まれます。　（税金は別途頂戴いたします）

●  Plan Venues：　　Exhibition Hall （3,300㎡／6,700㎡／10,000㎡）
●  Beverages：　　 Beer,  Red Wine,  White Wine,  Standard Cocktails,  Whisky,  SAKE,  Shochu,  Shaoxing Wine, and Soft Drinks
●  Prices are per guest. Inclusive of venue, any drinks from basic equipments, construction, transportation and service charges.  （Tax not included.）
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「展示ホールパーティープラン」には下記が含まれます。

プラン概要 PLAN CONTENTS

人数 CAPACITY

パシフィコ横浜 展示ホール EXHIBITION HALL

■ 音響機材：　マイク5本
■ 照明機材：　会場及びステージ照明
■ 映像機材（カクテル形式には含まれません）：　
　スクリーン（2面）、プロジェクター、
　ステージカメラ（1台）
■ クローク設備：　受付机 / 棚 / 札
■ 案内看板：　ステージ用 / エントランス用

■ Audio equipment ：　  5 microphones
■ Lighting equipment ：　Hall and stage lighting
■ Video equipment (Except Cocktail Style) ：　  
　 2 screens, video projector, 1 stage camera
■ Cloak facilities ：　        Reception desk, shelf, and tags
■ Guidance signboard：　Stage and entrance sign

● お料理のメニュー内容や、お飲物のアイテム等ご変更は、追加料金にてアレンジ
     いたします。
● お申込みは、ご利用日の1ヶ月前までとさせていただきます。
● ご精算は、最新の見積り金額の全額をご利用日の1週間前迄にお支払いください。

● The menu and drink items, can be arranged at an additional cost.
● You sign up, it will be up to one month before your use day.
● Please pay full amount in advance by one week prior to the event. 
    It should be noted that, of the available with regard to your change or
    cancellation, we will be again guidance from our sta�.

※ 詳細は、担当までお気軽にお尋ねください。

3,300㎡

6,700㎡

10,000㎡

1,700～2,500名様

2,500～4,500名様

4,500～7,000名様

800～1,100名様

1,100～2,000名様

2,000～3,200名様

立食/カクテル形式 Bu�et or Cocktail Style 卓盛/正餐形式 Platter or Course Style

展示面積約20,000㎡、天井高19mの無柱ホールは4つのユニットに分割可能です。展示会にとどまらず、イベント、ショー、セレモニーや
レセプションにも対応いたします。

This column-free hall extends to a total exhibition area of approximately 20,000 square meters, ceiling height 19 meters, which
can be split into four separate units spaces. The hall is not limited merely to exhibitions, but is ideal for all kinds of events, 
space show, ceremonies and receptions.

ご注文・お問い合わせ FOR INQUIRIES and ORDERS

〒220-8522 　横浜市西区みなとみらい1-1-1

1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-8522 Japan

Tel： 045-223-2277（営業部）  Fax： 045-223-2292
〒220-0012 　横浜市西区みなとみらい1-1-1
Tel： 045-221-2121（営業推進部）  Fax： 045-221-2136

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND

www.interconti.co.jp/yokohama
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012 Japan
www.pacifico.co.jp

イメージ/Image


