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BUSINESS MEETING PACKAGE
ANA Crowne Plaza Osaka is dedicated to making your event a complete success.
Besides the basic essentials of audio and lighting equipment, we provide a range of services to ensure a seamless 
experience from start to finish and meet expectations of all.
We are happy to customise requirements and to contact us for further discussions.

Half-day package : ￥6,500 per person   (Service charge and tax included)

Max. 4 hours between 9:00 a.m. - 5:00 p.m.　　10 - 100 persons
■Package
● Room rental fee　● Mineral water　● Refreshments served once each in the morning or afternoon (Coffee, tea, snacks and candy)
● Wired microphones x 2　● Whiteboard　● Flip chart　● Internet connection　● PC projector (3000 ANSI lumens)　● Screen (100 inch, roll-up)
● Meeting stationery (Ballpoint pens, highlighters, leather writing pads, exclusive letterhead)

Full-day package : ￥11,000 per person   (Service charge and tax included)

Max. 8 hours between 9:00 a.m. - 5:00 p.m.　　10 - 100 persons
■Package
● Room rental fee　● Lunch: Banquet room or restaurant (Karin Chinese restaurant or Café in the Park; Buffet restaurant or Japanese bento) 
● Mineral water　● Refreshments served once each in the morning and afternoon (Coffee,  tea, snacks and candy)　● Wired microphones x 2
● Whiteboard　● Flip chart　● Internet connection　● PC projector (3000 ANSI lumens)　● Screen (100 inch, roll-up)
● Meeting stationery (Ballpoint pens, highlighters, leather writing pads, exclusive letterhead)

＊ PC projectors of higher brightness than 3000 ANSI lumens and screens larger than 100 inches are available at additional price.

ANA CROWNE PLAZA OSAKA

Call our Crowne Events Team at +81 6 6347 0744 or E-mail us at banquet@anacrowneplaza-osaka.jp
Our Crowne Events Team will be more than happy to provide you with information and quotations to help you ensure a successful meeting!
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ビジネスミーティングプラン
BUSINESS MEETING PLAN

ANAクラウンプラザホテル大阪ではあらゆる会議やイベントの要素を分析し、それぞれを成功へと導くための
様々なプランをご用意しております。
音響照明などの基本的な設備はもちろんの事、細部にまで配慮された会場は主催者の皆様の自由なプランを
現実に叶える環境をご用意し、参加者の皆様の満足をお約束いたします。

半日プラン お1人様 ￥6,500　（サービス料・税金を含む）
9:00a.m. - 5:00 p.m. 内の最大4時間のご利用　　10名様～100名様
■セット内容
● 会場使用料　●ミネラルウォーター　　
● 午前または午後の1回のリフレッシュメントサービス（コーヒー・ティー・スナックアタック・キャンディ 含む）　
● 有線マイク2本　● ホワイトボード　● フリップチャート　● インターネット回線
● PCプロジェクター（3000ANCIルーメン） ● スクリーン（ロールアップ 100インチ）
● 会議用ステーショナリー（ボールペン・蛍光ペン・革製ライティングパット・専用レターヘッド）

全日プラン お1人様 ￥11,000　（サービス料・税金を含む）
9:00a.m. - 5:00 p.m. 内の最大8時間のご利用　　10名様～100名様
■セット内容
● 会場使用料　●ランチ ご宴会場もしくはレストラン（中国料理 花梨 または カフェ・イン・ザ・パーク）　
●ミネラルウォーター　● 午前と午後の2回のリフレッシュメントサービス（コーヒー・ティー・スナックアタック・キャンディ 含む）　
● 有線マイク2本　● ホワイトボード　● フリップチャート　●インターネット回線
● PCプロジェクター（3000ANCIルーメン） ● スクリーン（ロールアップ 100インチ）
● 会議用ステーショナリー（ボールペン・蛍光ペン・革製ライティングパット・専用レターヘッド）

※ 3000ANCIルーメン以上のPCプロジェクター、100インチ以上のスクリーンはオプションにて承ります。


