カンファレンスサポート
Conference Support
音響・照明・映像・その他（伊藤謝恩ホール利用時はオペレーター手配が必要となります）
Audio Visual Lighting etc.
音響・照明オペレーター
5時間より *追加1時間 / ￥5,500
¥27,500
A.V. Technician for 5 hours
5 hours & up. *Additional 1hour / ￥5,500
音響・照明オペレーター（別日リハーサル）
1時間
¥7,700
A.V. Technician for 1 hour <rehearsal on another day>
1hour
録音
1時間 / CD-ROM等でお渡し
¥4,730
Audio recording
1hour / Available in CD-ROM etc.
録音（持込機材）
ICレコーダー等持ち込録音
¥3,300
Audio Recording <Sound cable rental Fee>
Recording for Corkage IC recorder etc.
録画（ホール後方固定式カメラより）
DVDでお渡し【DVD形式orWMV形式】（約2週間後に納品）*9時間を超える場合は、2割増し
¥15,950
Video recording
Available in DVD 【DVD format or WMV format】 *20% extra charge after 9 hours
Web会議システム
参考価格。内容・目的により変わりますのでお気軽にご相談ください。
¥288,200
Web meeting system
Reference price. It deffer depending on content and purpose.
館内リンクシステム
会場1で流している音声・映像を、会場2へ流すシステムです
¥66,000
Facilities link system
Play audio and video in different room within the facility
リモートプレゼンシステム
講演PCをオペレーターが一括管理し、スムーズな進行をサポートします
¥145,200
Remote presentation system
Opereter will manage main computer and support proceed with a meeting smoothly
時計回線システム
演者にランプと時計で残り時間を知らせるシステムです
¥27,500
Time keeping system
It is a system that inform the remaining time with lamp and clock to speaker
赤外線サーマルカメラ
¥51,700
Thermo camera
看板（多数行・カラー・ロゴ入れは2割増し～承ります）
Signboard（20% extra charge for Multiple lines, Color finish and Logo）
会場内吊看板（伊藤謝恩ホール）
縦 750mm x 横 5400mm
¥44,000
Signboard < Ito Hall >
H 750mm x W 5400mm
会場内吊看板（多目的スペース）
縦 500mm x 横 4200mm
¥33,000
Signboard < Event Space >
H 500mm x W 4200mm
正面入り口立て看板
【縦型】縦 2100mm x 横 900mm 【横型】縦 900mm x 横 1500nm
¥22,000
Standing Signboard < Main entrance >
【Vertical style】H 2100mm x W 900mm 【Length style】H 900mm x W 1500mm
インフォメーションボード用掲示（紙）
縦 1700mm x 横 600mm
¥22,000
Poster for information bord
H 1700mm x W 600mm
ポスターセッション用パネル（両面可）
縦 2400mm x 横 900mm *2日間料金 *3日目以降￥2,750
¥5,500
Standing panel for poster session (two sides panel)
H 2400mm x W 900mm *up to 2nd days *after 3rd day ￥2,750
*その他、案内看板やバックパネル等の制作も承ります。サイズ・金額等はご相談ください。
*Backpanel also available. Please cousult with us for the size and price etc.
料理
Food
パーティープラン（B2F 多目的スペース）
Party plan (B2F Event space)
フリードリンクのみ
Only open bar
仕出し弁当
Bento box
焼菓子
Baked confectioneries

¥6,200
¥2,100

飲物
Drink
◆ コーヒー・紅茶
Coffee ・Tea
◆ コーヒー・紅茶 ※セルフサービス
Coffee ・Tea ※Self-Service
お茶 (ペットボトル/500ml）
Green tea （Pet bottle 500ml)
ミネラルウォーター （ペットボトル/350ｍｌ）
Water bottle (350ml)
ミネラルウォーター （ペットボトル/600ｍｌ）
Water bottle (600ml)

¥550
¥385

¥220
¥275

¥11,000

人件費
Staff costs
受付スタッフ
Reception staff
クロークスタッフ
Cloak staff

¥13,750

¥22,000

¥11,000
別途相談
Separate
consultation

Venue set up fee

※表示価格には消費税を含みます

/

/

*Buffet ・Including open bar for 2 hours.

【2時間制】ビール・赤白ワイン・オレンジジュース・ウーロン茶
【2 hours】Beer・Red and White wine・Orange juice・Oolong tea
*別途ご相談ください
*Please ask for the menu
プチタルト（￥385）/マドレーヌ・フィナンシェ（￥275） *30個より
Petit Tart (￥385)/Madeleine・Financier (￥275) *The minimum order quantity is 30

コーヒーカップにて
Serve with cup and saucer
紙コップにて
Serve with paper cup
*100本以上ご注文の場合は、1週間前までにご発注ください
*Please order one week in advance if it's more than 100 bottels
*100本以上ご注文の場合は、1週間前までにご発注ください
*Please order one week in advance if it's more than 100 bottels

￥11,000～、ご予算に応じてご相談承ります
￥11,000 & up. The content can be adjusted based on the budget
￥22,000～、ご予算に応じてご相談承ります
￥22,000 & up. The content can be adjusted based on the budget

スタッフ1名 5時間より（追加＝1H/￥2,750）
Per staff from 5 hours~ （Additional =1 hour/￥2,750）
スタッフ1名 5時間より（追加＝1H/￥2,200）
Per staff from 5 hours~ （Additional =1 hour/￥2,200）
*基本的にはご利用者様自身で設営/原状復帰を利用時間内でお願いしています。
ホール内489席レイアウト変更の場合は、￥88,000にて承ります。
*Basically we ask user to setup and restore site to its original condition.
Changing layout of Ito hall from 396 seats to 489 seats available for ￥88,000

Prices include tax.

◆印の商品は別途サービス料10%を申し受けます

*立食料理・フリードリンク（2時間）含む

¥275

装花（その他、花束等も承ります）
Flower （Bouquet also available）
◆ 立食卓上花
Tabletop flower
◆ 演壇花
Podium flower

会場設営費

￥6,200～、ご予算に応じてご相談承ります

￥6,200 & up. The content can be adjusted based on the budget

◆mark 10% service charge will be collected separately.
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