
【 小会議室ご利用プラン/Small meeting room plan 】

￥ 5 , 5 0 0 / 1名様（per person）

【 中会議室ご利用プラン/Medium meeting room plan 】

￥ 8 , 0 0 0 / 1名様（per person）

プラン特典：ホテル宿泊・レストランご優待
Special offer：Special privilege of InterContinental Yokohama Grand 

PACIFICO MEETING PLAN

● プラン会場 会議センター ／ アネックスホール ／ ハーバーラウンジ （一部ホールは除く）
● ケータリング 「ブレインフード」 ／ コーヒーまたは紅茶（フリードリンク） ／ ボトルドウォーター「はまっ子どうし」（人数分）
● ご昼食 会議センター6階「ベイブリッジカフェテリア」でのランチメニュー
● 料金は1名様あたりの料金です。ケータリング、ご昼食の他に、室料（8時間まで）・基本設備費・税金・サービス料が含まれます。

● Plan Venues               Conference Center, Annex Hall, and Harbor Lounge
● Catering Service       Brain Food, Coffee or Tea, Bottled water
● Lunch                           Lunch menu at “Baybridge Cafeteria”
● Prices are per guest, and inclusive of room fee, basic equipments, tax and service charge.

パシフィコ ミーティング プラン

※ 「ブレインフード」について / About“Brain food”

ブレインフード＝「脳機能改善食品」。脳が活性化すると
いわれている、「果糖」や「テオブロミン」、ビタミン、
ミネラルを多く含む、季節のフルーツやチョコレートを
ケータリングメニューとして会場にご用意いたします。
内容につきましては、担当スタッフにご相談ください。

Brain Food is brain function improving food. "Fructose" and
“Theobromine“ contained a lot of vitamins and minerals,
We offer seasonal fruits and chocolate.
With regard to the food, please contact to our staff.

● 人 数 小会議室ご利用プランは10名様から

中会議室ご利用プランは50名様から

● 時 間 午前9時から午後9時の時間内で8時間まで

● 延 長 30分毎に1名様 ¥500（税込）

● 設 備 ご要望に応じて別途ご用意させていただきます

● 予 約 受付期間は利用日の3ヶ月前から2週間前まで

ホテルケータリング「ブレインフード」（※）・お飲物・ご昼食
Hotel catering “Brain Food”（※）,Drinks, Lunch

ホテルケータリング「ブレインフード」（※）・お飲物・ご昼食
Hotel catering “Brain Food”（※）,Drinks, Lunch
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● Number of guests 10 guests or more for small meeting room plan
50 guests or more for medium meeting room plan

● Room Rental         Up to 8 hours between 9:00 a.m. and 9:00 p.m.
● Additional Hour      ¥500 every 30 minutes
● Equipments Equipments will be available at additional charge
● Reservation          From 3 months ago 2 weeks before prior to the meeting



Facilities Price List
設備料金表

【小会議室設備/Equipment for Small meeting room 】

商品/Item 単位/Unit 税込金額/Amount 備考/Remarks

音響設備
Audio equipment

ポータブルワイヤレスセット
Portable wireless set

一式/set ¥12,960
マイク2本含む
2 wireless mics

映像設備
Video equipment

プロジェクター
Video projector

1日/day ¥37,800 3,000ANSI

スクリーン（常設）
Fixed screen

1台/unit
プランに含む

Included in plan
150inches

通信回線
Communication line

常設無線LAN設定料
Wireless LAN activation per area

1回/times ¥5,400
PC20台程度接続可能
for 20 PCs

インターネット回線
Internet access IP0

1回線/line ¥10,800
光回線：IP0
Optical line

備 品
Equipment

ホワイトボード（常設）
Fixed whiteboard

1台/unit
プランに含む

Included in plan

【中会議室設備/Equipment for Medium meeting room 】

商品名/Item 単位/Unit 税込金額/Amount 備考/Remarks

音響設備
Audio equipment

簡易音響ワゴン
Audio set

1式/set
プランに含む

Included in plan
マイク4本含む
4 wired mics

ワイヤレスマイク
Wireless microphone

1本/piece ¥4,320

映像設備
Video equipment

プロジェクター
Video projector

1日/day
プランに含む

Included in plan
4,500ANSI

スクリーン（常設）
Fixed screen

1台/unit
プランに含む

Included in plan
325～420inches

通信回線
Communication line

無線アクセスポイント
LAN system construction

１台/unit ¥9,720
PC30台程度接続可能
for 30 PCs

配線工事料
LAN cable installation

１回線/line ¥6,480

インターネット回線
Internet access IP0

１回線/line ¥10,800
光回線：IP0
Optical line

備 品
Equipment

演台・司会台
Podium

1台/piece
プランに含む

Included in plan

ポータブルステージ
Portable stage

6台/unit
プランに含む

Included in plan
D2.4m×W1.2m


