
2023.5.10（水） ～ 2024.5.31（金）
全日プラン  お一人様  ￥10,500
半日プラン お一人様  ￥6,000

ご予約・お問い合わせ 
anacrowneplaza-kanazawa.jp
T 076-224-6140  宴会予約係（10:00a.m.～6:30p.m.）〒920-8518  石川県金沢市昭和町 16-3

Business Meeting Plan
ビジネスミーティングプラン

※詳しくは裏面をご覧ください。

We support
your meetings
all the way.

大切なイベントを
細部までサポート。

充実した設備と細部まで配慮の行き届いたアイテムがセット。
イベントを成功に導くための画期的なミーティングプランです。



Kanazawa Forus
金沢フォーラス

ANA Holiday Inn Kanazawa Sky
ANAホリデイ・イン金沢スカイ

Oyama Jinja Shrine
尾山神社

Omi-cho Market
近江町市場

Naga-machi Samurai
Residence Mark
長町武家屋敷跡

Kanazawa 
Station
金沢駅

Asano River浅野川

Sai River犀川

Prefectural
Music Hall
石川県立音楽堂

Prefectural
Music Hall
石川県立音楽堂

Kanazawa City Hall
金沢市役所

Nishi Chaya-gai
にし茶屋街

Higashi
Chaya-gai
ひがし茶屋街

Kazue-machi
Chaya-gai

主計町茶屋街

21st Century Museum
of Contemporary Art, Kanazawa

　　金沢21世紀美術館

Kohrinbo Atrio
香林坊アトリオ

Korinbo Tokyu Square
香林坊東急スクエア

Kanazawa Castle Park
金沢城公園

Kenroku-en
Garden
兼六園

Prefectural
Noh Theater
石川県立能楽堂

National
Crafts Museum
国立工芸館

Shiinoki Cultural Complex,
Ishikawa Prefecture
石川県政記念しいのき迎賓館

ACCESS MAP
アクセスマップ

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩1分
小松空港からバスまたは車で40分
北陸自動車道 金沢東I.C. 10分　
北陸自動車道 金沢西I.C. 15分

1 minute walk from Kanazawa Station Kenrokuen exit ( east exit )

40 minutes by bus or car from Komatsu Airport
1 0 minutes’ drive from Kanazawa Higashi Interchange of Hokuriku Expressway
1 5 minutes’ drive from Kanazawa Nishi Interchange of Hokuriku Expressway

Come and be inspired @ ANA CROWNE PLAZA KANAZAWA as we know 
what it takes to create a successful event whether it is an intensive 
budget meeting or a product seminar for your customers.
Our exclusive Meeting Packages will make it easier for you to plan your 
event. In addition, our well-appointed banquet rooms with sophisticated 
audio-visual equipment provide the ideal setting for a conducive and 
innovative atmosphere in order for you to get the most out of your 
events.
The ANA CROWNE PLAZA brand standard promises a speedy response 
within two hours of your enquiry. We also guarantee constant attention 
to detail to your event by having a One-Point-of-Contact from the hotel 
thus assuring you of a hassle-free and stress-free event. As part of every 
ANA CROWNE PLAZA HOTEL, we have a range of both facilitator and 
delegate amenities that will ensure your next event will be a success for all.
Special delegate's accommodation room rates are available upon 
request. Please contact your Crowne Events Team member.

For further enquiries, please contact the Crowne Events Team at
+81 76-224-6140 or email at sales.anacpkanazawa@ihg.com

ANAクラウンプラザホテル金沢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さまざまなプランを取り揃えております。

音響照明などの基本的な設備はもちろんのこと、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かなえる環境をご提供し、参加者の皆様

の満足をお約束いたします。主催者向けのアタッシュケースに入ったツール

キットや参加者向けの専用レターヘッド、ペン類などの充実したアメニティは

ANAクラウンプラザホテルが独自に考案したオリジナルアイテムです。

ANAクラウンプラザホテルは皆様のお問い合わせより2時間以内＊のご回答を

お約束し、終始一貫した担当者との打ち合わせ、細部に配慮の行き届いた快適

なサポートを実現いたします。

また主催者向けに客室料金の割引がございます。皆様をサポートするクラウン・

イベント・チームのメンバーにご相談ください。

その他お問い合わせは076-224-6140までお電話いただくか、
sales.anacpkanazawa@ihg.comまでお願いいたします。
＊クラウン・イベント・チーム営業時間内に限る

- Usage of the function room 

- To help you recharge :
Upon arrival, welcome co�ee and tea
Mid-Morning Refreshment
Mid-Afternoon Refreshment 

＊ご利用最低人数規定が適用されます。
＊上記の料金には税金・サービス料が含まれております。

＊A minimum number policy is applicable depending on the function room
＊Service Charge and Government Tax are inclusive in the above rates

全日プラン 
最大8時間のご利用 （9:00a.m.～5:00p.m. 内） お一人様  ￥10,500

ウェルカムコーヒー・紅茶
午前のリフレッシュメント
午後のリフレッシュメント 

特製ランチボックス 

プロジェクターとスクリーン
マイク3本

パッケージ内容 20～40名様

半日プラン 
最大4時間のご利用 （9:00a.m.～5:00p.m. 内） お一人様  ￥6,000

ウェルカムコーヒー・紅茶
午前または午後のリフレッシュメント  

パッケージ内容

ANAクラウンプラザホテルはスタンダードとして下記を提供いたします

FULL DAY
MEETING PACKAGE  JPY  10,500 per person

- To boost your strength : 
Box Lunch 

- Audio-Visual Aids :
Projector & Screen
Three facilitator's microphone

PACKAGE INCLUSION

HALF DAY
MEETING PACKAGE JPY 6,000 per person

PACKAGE INCLUSION

ANA CROWNE PLAZA BRAND STANDARD DELIVERS

・ アタッシュケースに入った主催者用文具キット
・ 主催者用スツール
・ 出席者用アメニティ一式 ： 
   ミネラルウォーター、ミントなどキャンディー、ボールペン、蛍光ペン、革製ライティングパッド、
   専用レターヘッド
・ オプションとして専用のスナック類を提供するスナックアタックプログラムを用意いたしております。 

 
  

- Usage of the function room
- To help you recharge :   

Upon arrival, welcome co�ee and tea
Mid-Morning Refreshment or
Mid-Afternoon Refreshment  

- Audio-Visual Aids : 
Projector & Screen
Three facilitator's microphone 

- Facilitator's Tool Kit which o�ers an extensive array of stationery,
  all in a handy briefcase
- Facilitator's Stool
- Delegate Amenities including bottled mineral water, mints, sweets,
  pens, highlighters, blotter pad and writing pad
- Optional “Snack Attack” which is another great way to take a Break!     

・ 会場使用料
・ リフレッシュメントアイテム ：

・ 会場使用料
・ リフレッシュメントアイテム ：

・ ランチ ：

・ AV機器 ：

プロジェクターとスクリーン
マイク3本

・ AV機器 ：

20～40名様

20-40 person

20-40 person


