ANA CROWNE PLAZA OKINAWA HARBORVIEW
宴会場利用規約

2016年1月現在

当ホテルでは、宴会・会議・展示会又は催事（以下、宴会等と称します）
の契約及び宴会場のご利用に関して、以下の通り定めておりますので、予めご了承ください。
1. 宴会利用時間と追加室料について
（１）
ご宴会等の利用時間は9：00a.m.より10：00p.m,までとさせていただきます。
（搬入・搬出時間を除く）
（２）
ご契約時間を超過した場合は追加室料を頂戴いたします。但し、会場使用の状況によっては時間の超過に応じられない場合もございます。
（３）
ご宴会等の料理の用意は、10名様分からとなります。
少人数の場合は、別途室料を頂戴いたします。
2. 保証人数の確認と内金の入金及び手配関係について
（１）主催者はご宴会等の人数や内容について、予め当ホテル担当者とご相談ください。
（２）
ご宴会等開催日の当日より10日前に最終の人数や設営の詳細について打ち合わせをさせていただきますが、
ご契約時より大幅に人数等に変更がある場合、
会場変更や保証料金をいただく場合もこざいます。
（３）料理等を用意する人数（以下、有料人数と称します）をご宴会等の開催日の3日前正午までに当ホテル担当者にご連絡ください。それ以降は、お客様の人数が
減少した場合でも有料人数分の料金を頂戴いたします。
（４）
ご宴会等に関する装飾、音楽、余興およびレセプタント等につきましては、ホテルより指定業者に手配させていただきます。ご宴会等を円滑に運営するため、
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
（５）
ご宴会等のこ予約に際しては内金をお支払いいただきます。
なお、金額はお見積総額に基づいて、
当ホテルより提示させていただきます。
3. 取消料と期日変更料について
（１）
ご予約いただきました宴会等のお取消し及び期日のご変更の場合は下記の取消料又は期日変更料とそれまでに要した実費をお支払いただきます。予めご了承
お願い申し上げます。
①宴会等開催日の180 日前から120 日前まで
⑤宴会等開催日の29日前から10日前まで
取消料…ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の20%と実費諸経費
取消料…見積金額の50%と実費諸経費
変更料…実費諸経費
変更料…見積金額の30%と実費諸経費
②宴会等開催日の119日前から90日前まで
⑥宴会等開催日の9日前から前日まで
取消料…ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の50%と実費諸経費
取消料…見積金額の80%と実費諸経費
変更料…実費諸経費
変更料…見積金額の50%と実費諸経費
③宴会等開催日の89日前から60日前まで
⑦宴会等開催日当日
取消料…ご予約された宴会湯の宴会時間に関わる会議室料金の70%と実費諸経費
宴会等の見積金額の100%と実費諸経費
変更料…ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の30%と実費諸経費
④宴会等開催日の59 日前から30日前まで
取消料…ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の100%と実費諸経費
変更料…ご予約された宴会場の宴会時間に関わる会議室料金の50%と実費諸経費
●台風による取消料と期日変更料について
前日
当日
2日前まで
取消料…見積金額のフードの30%と実費諸経費
取消料…見積金額の100%と実費諸経費
取消料…実費諸経費
変更料…見積金額のフードの20%
変更料…見積金額の50%
変更料…無料

4. 会場設営について
（１）搬入・搬出・設営･音響調整に要する時間は、
当ホテル担当者と打ち合わせのうえ、厳守ください。
（２）設営の際、壁面等への釘打･押しピン･ペンキ塗り大規模な工作作業等はご遠慮ください。
（３）消火栓･換気口･非常口をふさがぬよう、
またスプリンクラーへの加熱、接触にご注意ください。
（４）電気工事は、当ホテル担当者と事前打ち合わせを行い、施行の承認を受けた後工事を行ってください。なお、工事後はホテルの検査を受けてから、電気器具を
使用してください。
（５）備え付け以外の機器の電力料金等は別途頂戴いたします。
（６）
ホテル内外へ設営される看板･案内板は掲示場所、時間、寸法表示内容を事前に当ホテル担当者と打ち合わせください。
（７）お客様（お客様側の全ての関係者を含みます）及びお客様が直接ご依頼された業者の方が、当ホテルの施設･什器備品等を破損したり、損傷したりしないよう
充分にご注意ください。万一、
施設･什器備品等に損傷等が発生した場合は、相応の修理を行うか、
またはその損害賠償金をご負担いただきます。
（８）搬入･搬出及び期間中における会場展示物一切の管理保全については、主催者責任のもとに行ってください。
（９）
警備員が必要な場合は、
お客様が直接警備会社へご手配されるか、
または当ホテル指定の警備会社へご手配ください。
5. 解約
（１）
ご宴会等の申込者または出席者（関係者を含む)が以下に掲げる各項目に該当する場合は、
ご宴会等のお申し込みをお断りするか、またはすでにご契約いた
だいた場合でも解約させていただきます。なお、解約をさせていただいた場合、
それに伴う損害については一切賠償をいたしませんので、予めご了承ください。
①法令、
または公序良俗に反する行為がなされる恐れがあると判断した場合。
②暴力団の構成員または暴力団関係者と判明した時。
③他のお客様にご迷惑をおかけするとホテル側が判断した場合。
④「宴会場利用規約」
に違反があった場合。
6. 禁止事項
（１）次に挙げる各項目につきましては禁止事項となっておりますので、
ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
①犬（補助犬除く）
･猫・小鳥、
その他の愛玩動物等の持込み。
②発火または引火性の物品など危険物の持込み。
③悪臭を発生する物品の持込み。
④賭博等風紀を乱す行為、
または他のお客様の迷惑になるような行為、言動等。
⑤当ホテル備品等の移動及び使用目的以外の利用。
⑥その他法令で禁じられている行為。
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宴会場料金（室料）

各種料金
（単位：㎡／円）

2時間 1時間延長 全 日 全 日

お 料 理

看板制作

朝食 ………………………………………2,750円
昼食 ………………………………………3,850円
夕食（会食） ………………………………7,150円
夕食（ブッフェ）……………………………7,150円
ケーキ ………………………………………550円
（会食は和洋中折衷･和食･洋食･中華からお選びいただけます）

吊看板（45cm×450cm)………………25,000円
吊看板（80cm×700cm)………………30,000円
立看板（80cmx180cm) ………………25,000円
立看板（80cmx240cm) ………………30,000円
垂幕 ……………………………………12,000円
式次第 …………………………………12,000円

お 飲 物

演出・備品

26,400

132,000

66,000 475,200 330,000

118

17,600

88,000

44,000 316,800 231,000

60

11,000

55,000

27,500 198,000 121,000

58
301
（45 舞台含）

11,000

55,000

27,500 198,000 121,000

44,000

220,000 110,000 792,000 715,000

160

30,800

154,000

77,000 554,400 462,000

96

15,400

77,000

38,500 277,200 231,000

165

28,600

143,000

71,500 514,800 374,000

88

14,960

74,800

37,400 269,280 198,000

77

13,640

68,200

34,100 245,520 176,000

末広

59

9,680

48,400

24,200 174,240 132,000

千鳥

52

9,680

48,400

24,200 174,240 132,000

全室

175.5

35,200

176,000

88,000 633,600 550,000

A

100.5

19,800

99,000

49,500 356,400 330,000

75

15,400

77,000

38,500 277,200 220,000

楓

53

11,000

55,000

27,500 198,000 143,000

桐

53

11,000

55,000

27,500 198,000 143,000

橘

53

11,000

55,000

27,500 198,000 143,000

全室

95

22,880

114,400

57,200 411,840

−

A

28

8,360

41,800

20,900 150,480

−

B

67

14,520

72,600

36,300 261,360

−

145
ベルビュー （ホール83含） 22,880

レセプタント

114,400

57,200 411,840

−

レセプタント（2時間）洋装 ……………11,000円
レセプタント（2時間)和装 ……………13,000円
レセプタント（2時間)琉装 ……………16,000円
バニーガール（2時間) …………………16,000円
※但し、出張パーティーの際は別途出張料
を頂戴いたします。
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コーナー屋台
日本料理
・日本そば ……………………………………715円
・天婦羅 ……………………………………1,100円
・寿司 ………………………………………1,320円
・鮪の解体（約200名様分）……………385,000円
琉球料理
・沖縄そば ……………………………………715円
・てびちおでん ………………………………715円
中国料理
・タンタン麺 …………………………………715円
・飲茶…………………………………………715円
・北京ダック ………………………………1,320円
・仔豚の丸焼き（約60名様分） ………165,000円
西洋料理
・ステーキ …………………………………1,320円
・ローストビーフ ……………………………1,320円
※表示料金は1名様料金です。
（一部除外）
※50名様より承ります。

デジタルマルチビジョン ………………60,000円
グランドピアノ …………………………20,000円
エレクトーン･アップライトピアノ………10,000円
調律 ……………………………………25,000円
レーザー･ポインター ……………………5,000円
スクリーン（260cmx345cmより) ……10,000円
スクリーン（250cm×480cmより) … … 6,000円
スクリーン（120cmx160cm) … … … …3,000円
ビデオデッキ/DVDデッキ ……………10,000円
PC対応プロジェクター ………………50,000円
モニターテレビ …………………………10,000円
ホワイトボード……………………………2,000円
金屏風 ……………………………………5,000円
姿見 ………………………………………2,500円
ポータブルステージ（120cmx240cm)…2,000円
カラオケ…………………………………15,000円
特殊音響照明料 ………………………100,000円
マイク（1本につき）………………………2,000円
録音料………………………………………5,000円
仮設電話設置料金………………………20,000円
（回線使用料含まず）
氷細工 …………………………………100,000円
RGBコード ………………………………3,000円
ネット設置料金…………………………10,000円

装

花

卓上用 ……………………………………2,500円
立食用 ……………………………………10,000円
壷生け ……………………………………10,000円
盆栽 ………………………………………20,000円
スタンド花………………………………20,000円
直盛庭園 ………………………………100,000円

腕章・ネームプレート
より より

アトラクション・司会
琉球舞踊（3人約20分)…………………50,000円
獅子舞 …………………………………132,000円
バンド（3人2時間) ……………………100,000円
ボーカル（1人2時間) ……………………40,000円
弦楽四重奏（2時間）……………………107,100円
ピアノエレクトーン演奏（1人2時間）…30,000円
司会（2時間) ……………………………60,000円

より より より より より より より

※上記料金にはサービス料が含まれ消費税別となります。
1.宴会・会議ご利用の場合
(1)宴会 場 使 用料金は、２時間を基 本とし、追 加料金は１時間単位で加算させていただき
ます。
(2)会議 全日料金は９：00a.m.〜6：00ｐ.ｍ.の９時間とさせていただきます。それ以降に
ついては追加料金を頂戴いたします。
(3)宴会場使用時間は９：00a.m.〜10：00ｐ.ｍ.までの間を基本とさせていただきます。
(4)カラオケ・エイサー等の余興は10：00ｐ.ｍ.以降は控えさせていただきます。
2.展示会ご利用の場合
(1)展示会は９:00a.m.〜10:00ｐ.ｍ.の1日貸しを原則とさせていただきます。
(2)展示会等で前日よりの搬入料金は展示会料金の20%を頂戴いたします。
(3)展示会等で搬出が10:00ｐ.ｍ.以降に及ぶ 場合は1時間につき会議の1時間延長料金を
頂戴いたします。
3.食事券発行のご案内
(1)お客 様のご希望により館内レストラン（洋食・和食・中華）の食事 券を有料にてご用意
いたします。料金につきましては、当ホテル担当者へお問い合わせください。

ビール（中瓶）…………………………………715円
ウイスキー（720ml) ……………………11,000円
ハウスワイン（赤・白) ……………………5,500円
スパークリングワイン ……………………5,500円
泡盛（720ml) ……………………………6,600円
日本酒（1合) ………………………………1,210円
芋焼酎・麦焼酎（各1合） …………………1,650円
カクテル ……………………………………990円
ノンアルコールビール（小瓶）………………605円
ジュース・コーラ・ウーロン茶 ………………495円
ミネラルウォーター …………………………495円
コーヒー･紅茶 ………………………………495円

より より より より より より

158

D

より より

330,000 165,000 1,188,000 990,000

より より より

66,000

より より より より

497

C

より より より

220,000 110,000 792,000 660,000

より より より より

44,000

より より

322

B

より より より より

242,000 121,000 871,200 660,000

より より

48,400

より より より より

333

A

より より より より より より

396,000 198,000 1,425,600 1,342,000

より より

79,200

より より より より より より

2時間

展示会

738
（83 舞台含）

全室

10

面積

会 議

より より より より

食 事

階
宴会場
数

名札（名刺サイズ） …………………………250円
卓上プレート（片面) ………………………300円
卓上プレート（両面）………………………600円
席札 …………………………………………500円
リボン（特大) ………………………………1,000円
リボン（大）……………………………………900円
リボン（中）……………………………………800円
リボン（小) ……………………………………700円
リボン垂れ筆耕料 …………………………300円

※上記料金は消費税別となります。
※お料理・お飲物・コーナー屋台の料金には
サービス料が含まれております。

レストラン個室のご案内
階数

レストラン名
日本料理

和泉

B1F
中国料理 桃翠
ガーデンレストラン プランタン

個室名
月 桃
ゆうな
蘭
−
−

収容人数
6〜10名
6〜10名
6〜12名
8〜16名
40〜54名
※お問い合わせ：宴会予約係

Tel.098-853-2114

