
PRICE LIST
プライスリスト
SNACKS
軽食

BUFFET MENU
ブッフェメニュー

SET MENU
セットメニュー

●  ＊印のご注文は各5名様分より承ります

●  ご注文は20名様より承ります ●  Available for 20 or more guests.

●  ご注文は10名様より承ります ●  Available for 10 or more guests.

＊ケーキ （1個） Cakes  (1 piece)

＊クッキー （2枚）  Cookies  (2 pieces)

　クッキープラッター （60枚）  Cookie Platter  (60 pieces)

＊デニッシュペストリー （1個）  Danish Pastry  (1 piece)

　デニッシュプラッター （20個）  Danish Platter  (20 pieces)

＊チョコレート （1個）  Chocolate (1 piece)

＊フィナンシェ （1個）  Financier  (1 piece)

＊サンドウィッチ（1人前）  Sandwiches (1 set) 

￥650
￥120
￥3,260
￥310
￥5,460
￥170
￥270
￥2,000

￥3,260～
￥4,730～
￥6,510～

朝食  Breakfast

ランチ  Lunch

ディナー  Dinner

￥3,260～
￥4,730～
￥7,260～

朝食  Breakfast

ランチ  Lunch

ディナー  Dinner

各種パーティープランや会議の合間に最適なリフレッシュメントパッケージもご用意しております。
We also o�er party plan and refreshment package for your break during a meeting.

●  上記以外のご飲食に関しましては、ご相談ください ●  Please feel free to contact hotel sta� if you have any inquiries regarding the menu.
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●  Each item with ＊ is available for 5 or more guests.

150セットまで / Up to 150 sets

●  料金にはサービス料(10%)・税金が含まれます

●  Catering service operating hours are from 8:00 to 21:00.  Please contact hotel sta� for before and after hours catering.
●  ケータリングサービスの営業時間は8:00より21:00までです。時間外のご利用につきましてはご相談ください。

●  Tax and service charge (10%) included.
●  ご注文は10日前まで、数量のご変更は3日前まで承ります
●  Please make your order 10 days in advance. If you would like to change the number of 
   items, please let us know 3 days before.



DRINKS
お飲物

OTHERS
その他

￥3,650

  ￥130

サービススタッフ（1名・1時間）  Service Sta� (per hour/per person)

コーヒー
（アイス/ホット）

Co�ee (Iced / Hot)

フルサービス
Full Service ￥550

￥340

￥250

￥550

￥340

￥250

￥550

￥350

￥250

￥230

￥120

￥70

￥230

￥120

￥70

セルフサービス　（陶器／グラス）
Self Service (Cup or Glass)

セルフサービス　（紙コップ）
Self Service (Disposal Cup)

紅茶
（アイス/ホット）

Tea (Iced / Hot)

ソフトドリンク
Soft Drink

日本茶
Japanese Tea

冷水
Iced Water

ご注文･お問い合わせ
For Order and Inquiries

〒220-8522  横浜市西区みなとみらい1-1-1 

Tel: 045-223-2288(営業部)   Fax: 045-223-2292(営業部)
1-1-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 220-8522, Japan

www.icyokohama-grand.com

INTERCONTINENTAL YOKOHAMA GRAND
〒220-0012  横浜市西区みなとみらい1-1-1 

Tel: 045-221-2121(営業部)   Fax: 045-221-2136
1-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan

www.pacifico.co.jp

●  ご注文は各5名様分より承ります
●  Each item is available for 5 or more guests.
●  コーヒー、紅茶をご利用のお客様で冷水をご希望の場合は別途ご注文ください（有料）

●  会議時間の延長等により、予めご指定の「提供時刻」より15分以上サービススタッフが待機する場合、追加にて人件費を頂戴します。

※ フルサービス   　各会場のお席までスタッフが個別にドリンクをご提供いたします。

※ セルフサービス  　カップやグラス、ポット等お飲み物一式を各会場までお届け、セッティングいたします。ご自身でご自由にお召し上がりいただけます。

※

※

※

アルコール  Alcohol

ビール  Beer

缶  　Canned (350ml)

中瓶  Bottled (500ml)
￥540
￥820

ウイスキー  Whisky

グラス  Glass ￥770～

焼酎  Shochu

グラス  Glass
ボトル  Bottled (720ml)

￥700～

ワイン（ボトル）  Bottled Wine

￥4,350～
￥5,450～

おしぼり （1本）  “Oshibori” Hand Towel  (each)

8:00以前、21:00以降は￥4,700    ￥4,700 before 8:00 and after 21:00

その他お飲物（ボトル／缶／ウォーターサーバー）  Bottled / Canned Drinks / Water Server

オレンジジュース（缶）  Orange Juice (Canned/160ml)

コカ・コーラ（ボトル）  Coca Cola (Bottled/190ml)

￥340
￥340

ミネラルウォーター  Mineral Water

￥340
￥390 ウォーターサーバー  Water Server (12L) ￥5,500

ペットボトル  Plastic Bottled (330ml)

　　　　　　      　           (500ml)

sales@icyokohama.com

●  料金にはサービス料(10%)・税金が含まれます

●  Catering service operating hours are from 8:00 to 21:00.  Please contact hotel sta� for before and after hours catering.
●  ケータリングサービスの営業時間は8:00より21:00までです。時間外のご利用につきましてはご相談ください。

●  Tax and service charge (10%) included.
●  ご注文は10日前まで、数量のご変更は3日前まで承ります
●  Please make your order 10 days in advance. If you would like to change the number of 
   items, please let us know 3 days before.

※ Full service :  Service sta� will provide a full beverage service in the room.

※ Self service :  Service sta� will deliver and set up beverage items in the room including glasses, cups, and anything else you may require. This is self service only.

●  Along with tea and co�ee we are happy to supply glass of water (at an additional charge). Please order this along with your other requirements.

●  There will be an additional charge if sta� are needed to remain for longer than 15 minutes.

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
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