
ANA INTERCONTINENTAL TOKYO MEETING PACKAGE

ANA InterContinental Tokyo 1-12-33, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan

JAPANESEENGLISH



￥19,300 per person

*Applicable for 10-50 delegates

・Venue Rental up to 8hrs

・A choice of Working Lunch

- Western Light Buffet

- Sandwich Buffet

- Bento Box

・AM & PM Coffee / Tea Break with a selection of snack

・Coffee / Tea service upon arrival

・Wired Internet access for Planner

・All day mineral water, Oolong tea and mints.

・One set of LCD projector, Screen,

Two wired Microphone, and Podium

・Meeting Stationeries

*Projector resolution and screen size designated by hotel.

*Package is applicable between 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

*Preferred accommodation rate for delegate.

*Price includes service charge and sales tax.

▶ Not applicable at small business meeting rooms at 6th floor.

FULL DAY PLAN WITH LUNCH



￥13,900 per person

*Applicable for 10-50 delegates

・Venue Rental up to 4hrs

・A choice of Working Lunch

- Western Light Buffet

- Sandwich Buffet

- Bento Box

・AM & PM Coffee / Tea Break with a selection of snack

・Coffee / Tea service upon arrival

・Wired Internet access for Planner

・All day mineral water, Oolong tea and mints.

・One set of LCD projector, Screen,

Two wired Microphone, and Podium

・Meeting Stationeries

*Projector resolution and screen size designated by hotel.

*Package is applicable between 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

*Preferred accommodation rate for delegate.

*Price includes service charge and sales tax.

▶ Not applicable at small business meeting rooms at 6th floor.

HALF DAY PLAN WITH LUNCH



￥10,500 per person

*Applicable for 10-50 delegates

・Venue Rental of one Main Meeting Room up to 4hrs

・AM & PM Coffee / Tea Break with a selection of snack

・Coffee / Tea service upon arrival

・Wired Internet access for Planner

・All day mineral water, Oolong tea and mints.

・One set of LCD projector, Screen,

Two wired Microphone, and Podium

・Meeting Stationeries

*Projector resolution and screen size designated by hotel.

*Package is applicable between 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

*Preferred accommodation rate for delegate.

*Price includes service charge and sales tax.

▶ Not applicable at small business meeting rooms at 6th floor.

HALF DAY PLAN WITHOUT LUNCH



￥14,900 per person

*Applicable for 6-14 delegates

・Venue Rental of one 6th floor Meeting Room up to 8hrs

・Board Room Setting

・A bottle of mineral water and mints

・One set of LCD projector, Screen

*Projector resolution and screen size designated by hotel.

*Package is applicable between 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

*Preferred accommodation rate for delegate.

*Price includes service charge and sales tax.

▶ Applicable at small business meeting rooms at 6th floor only.

▶ Some of rooms are not equipped with TV Monitor.

EXPRESS MEETING FULL DAY PLAN



￥9,400 per person

*Applicable for 6-14 delegates

・Venue Rental of one 6th floor Meeting Room up to 4hrs

・Board Room Setting

・A bottle of mineral water

・One set of LCD projector, Screen

*Projector resolution and screen size designated by hotel.

*Package is applicable between 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

*Preferred accommodation rate for delegate.

*Price includes service charge and sales tax.

▶ Applicable at small business meeting rooms at 6th floor only.

▶ Some of rooms are not equipped with TV Monitor.

EXPRESS MEETING HALF DAY PLAN



お1人様 ￥19,300
ご利用人数 10～50名様
会議や研修をはじめ、大切なお客様との打ち合わせなど
様々な目的にご利用いただけます。

■ 料金に含まれるもの

・会場ご利用時間 8時間（主会場 1室）
・ワーキングランチ（下記よりお選びいただけます）
－ 洋食ブッフェ
－ サンドウィッチブッフェ
－ 仕出し弁当

・午前・午後にコーヒー・紅茶をご用意（お茶菓子付き）
・ご到着時にコーヒー・紅茶をご用意
・インターネットアクセス（1回線）
・会場には常にミネラルウォーター、ウーロン茶、
　キャンディーをご用意
・プロジェクター、スクリーン、有線マイク2本、演台を1セット
・ステーショナリーセット (ライティングパッド、レターヘッド、
　ボールペン)

＊プロジェクター、スクリーンのサイズは指定させていただきます。
＊ご利用可能時間は8:00A.M.‐5:00P.M.となります。
＊同プランご利用の方へご宿泊優待料金をご用意いたします。
＊料金にはサービス料・消費税が含まれております。

▶６階ミーティングルームのご利用は適用外とさせていただきます。

全日ミーティング & ランチプラン



お1人様 ￥13,900
ご利用人数 10～50名様
■ 料金に含まれるもの

・会場ご利用時間 4時間 （主会場 1室）
・ワーキングランチ（下記よりお選びいただけます）
－ 洋食ブッフェ
－ サンドウィッチブッフェ
－ 仕出し弁当

・午前または午後にコーヒー・紅茶をご用意（お茶菓子付き）
・ご到着時にコーヒー・紅茶をご用意
・インターネットアクセス（1回線）
・会場には常にミネラルウォーター、ウーロン茶、
　キャンディーをご用意
・プロジェクター、スクリーン、有線マイク2本、演台を1セット
・ステーショナリーセット (ライティングパッド、レターヘッド、
　ボールペン)

＊プロジェクター、スクリーンのサイズは指定させていただきます。
＊ご利用可能時間は8:00A.M.‐5:00P.M.となります。
＊同プランご利用の方へご宿泊優待料金をご用意いたします。
＊料金にはサービス料・消費税が含まれております。

▶６階ミーティングルームのご利用は適用外とさせていただきます。

半日ミーティング & ランチプラン



お1人様 ￥10,500
ご利用人数 10～50名様
■ 料金に含まれるもの

・会場ご利用時間 4時間（主会場 1室）
・午前または午後にコーヒー・紅茶をご用意（お茶菓子付き）
・ご到着時にコーヒー・紅茶をご用意
・インターネットアクセス（1回線）
・会場には常にミネラルウォーター、ウーロン茶、
　キャンディーをご用意
・プロジェクター、スクリーン、有線マイク2本、演台を1セット
・ステーショナリーセット (ライティングパッド、レターヘッド、
　ボールペン)

＊プロジェクター、スクリーンのサイズは指定させていただきます。
＊ご利用可能時間は8:00A.M.‐5:00P.M.となります。
＊同プランご利用の方へご宿泊優待料金をご用意いたします。
＊料金にはサービス料・消費税が含まれております。

▶６階ミーティングルームのご利用は適用外とさせていただきます。

半日ミーティングプラン



お1人様 ￥14,900
ご利用人数 6～14名様
■ 料金に含まれるもの

・会場ご利用時間 8時間（6階 ミーティングルーム 1室）
・会議スタイルのセッティング
・ミネラルウォーター・キャンディーをご用意
・プロジェクター、スクリーンをご用意

＊プロジェクター、スクリーンのサイズは指定させていただきます。
＊ご利用可能時間は8:00A.M.‐5:00P.M.となります。
＊同プランご利用の方へご宿泊優待料金をご用意いたします。
＊料金にはサービス料・消費税が含まれております。

▶６階ミーティングルームのご利用限定とさせていただきます。

▶一部テレビモニターが無いミーティングルームがございます。

全日エキスプレスミーティングプラン



お1人様 ￥9,400
ご利用人数 6～14名様
■ 料金に含まれるもの

・会場ご利用時間 4時間（6階 ミーティングルーム 1室）
・会議スタイルのセッティング
・ミネラルウォーター・キャンディーをご用意
・プロジェクター、スクリーンをご用意

＊プロジェクター、スクリーンのサイズは指定させていただきます。
＊ご利用可能時間は8:00A.M.‐5:00P.M.となります。
＊同プランご利用の方へご宿泊優待料金をご用意いたします。
＊料金にはサービス料・消費税が含まれております。

▶６階ミーティングルームのご利用限定とさせていただきます。

▶一部テレビモニターが無いミーティングルームがございます。

半日エキスプレスミーティングプラン


