
ネット

接続
着席ブッフェ（１８０名）
立食ブッフェ（３００名）
卓盛（２００名）
正餐（１６０名） ¥8,800 ～
着席ブッフェ（８０名）
立食ブッフェ（１５０名）
卓盛（１００名）
正餐（８０名） ¥8,800 ～
着席ブッフェ（８０名）
立食ブッフェ（１５０名）
卓盛（１００名）
正餐（８０名） ¥8,800 ～
着席ブッフェ（１００名）
立食ブッフェ（１５０名）
円卓正餐（４０～８０名）※和宴会
対面正餐（４０～８０名）※和宴会
着席ブッフェ（４８名） ¥5,500 ～
立食ブッフェ（６０名） ¥5,500 ～

パルムドール １１４㎡ 正餐（４０名） ¥8,800 ～ 18：00～22：00 可
※リッカリッカ・パルムドールでのカラオケの使用はご遠慮いただいております。ご了承ください。

和食ガーデンパーティ※和宴会（４８名）
雨天時：久志の間
正餐（４８名）※和宴会
座卓　or　テーブル 宴会場

汀　間 ２１㎡ 正餐（１２名）※和宴会
三　原 １４㎡ 正餐（６名）※和宴会
安　部 １４㎡ 正餐（６名）※和宴会
嘉　陽 ２１㎡ 正餐（１２名）※和宴会
※和食ガーデンテラス利用に際し、音響などを制限させていただきます。雨天時の場合は別会場となります。
※和食ガーデンテラス利用に際し、別途５４０円の設営費をいただいております。ご了承ください。

龍宮ルーム　1・2 ６４㎡ 卓盛　（４８名）　※中華宴会
龍宮ルーム　１ ３２㎡ 卓盛　（２４名）　※中華宴会
龍宮ルーム　２ ３２㎡ 卓盛　（２４名）　※中華宴会
龍宮ルーム　３ ２２㎡ 卓盛　(１２名）　※中華宴会
龍宮ルーム　４ ２１㎡ 卓盛　(１２名）　※中華宴会
龍宮ルーム　５ ４４㎡ 卓盛　(２４名）　※中華宴会

季節営業
クーワクーワ

（４月～１０月）
クーワクーワ

（１１月～３月）
※クーワクーワは天候により営業できない場合がございます。
※ガーデンプールサイド宴会との併用は不可となります。ご了承ください。

着席ブッフェ（100名～２４０名迄） ¥6,600 ～
立食ブッフェ（100名～３００名迄） ¥6,600 ～
（設営費） ¥1,000

※ガーデンプール利用に際し音響などを制限させていただきます。雨天時の場合は別会場となります。
※クーワクーワとの併用は不可となります。

ビーチプールサイド 着席ブッフェ４８名 ¥6,600 ～
（４月～６月・１０月） 立食ブッフェ ¥6,600 ～
ビーチプールサイド （設営費） ¥1,000

（９月）
※ビーチプールサイド利用に際し、天候により別会場となる場合がございます。
※ビーチプールサイド利用のパーティは、４月～６月・９月～１０月とさせていただきます。ご了承ください。

なお、機材・備品などをご利用された場合、収容人数が減員することがございます。ご了承ください。

天気の判断は、現場スタッフに一任していただくようお願いいたします。

18：00～22：00９８㎡リッカリッカ

２１０㎡

※宴会利用は２時間とさせていただきます。
※上記の料金に消費税8％は含まれておりません。別途頂戴いたします。

¥5,500

¥5,500

¥6,600

レインフォレスト
２１５㎡

※龍宮個室利用に際し、カラオケのご利用はご遠慮いただいております。

～¥6,600

全　面

レインフォレスト

面積

４５０㎡
¥5,500

食事料金
会場名 形式及び収容人数

２０１7年４月～

可

可18：00～22：00

18：00～22：00

利用可能時間

～

１人単価

18：00～22：00

（半面Ａ+Ｃ）

ＢＢＱ（８０名）

～

～

～

～

～

１６０㎡

（半面Ｂ+Ｄ）

¥5,500
レインフォレスト

¥5,500

カラヤホール
～

18：00～22：00
¥6,600

７０㎡久志の間

和食ガーデン

２１０㎡ 18：00～22：00

18：00～22：00

可

可

可

可

可

不

可

18：00～22：00

17：30～21：30

～¥5,500

会場料金一覧表

天気予報をもとに雨または曇りと判断された場合は、屋内での開催になりますのでご了承ください。
和食ガーデンテラス・ガーデンプールサイド・ビーチサイドのパーティに関しまして、開催会場の決定は１２：００といたします。

18：00～21：00

20：00～22：00

（４月～６月・９月～３月）
ガーデンプールサイド

ガーデンプールサイド
（７月・８月）

不

可

不

可

ＢＢＱ（８０名） ¥4,400 ～

19：00～21：00

18：00～21：00



保有数

ポータブルステージ ９０ｘ２４０ｃｍ／１枚 ４　台

ポータブルステージ １２０ｘ２４０ｃｍ／１枚 ８　台

カラヤホール ４　本

レインフォレスト ８　本

レインフォレスト ３　本 2,000¥    ～

カラヤホール ２　本 2,000¥    

ホワイトボード ３　枚 2,000¥    ～

２００インチプロジェクター

スクリーンセット

２００インチプロジェクター

スクリーン無　(壁投影)

液晶プロジェクター(PCPJ) ２　台 20,000¥  ～

スクリーン　８３型 １８７ｘ２４５ｃｍ １　台 10,000¥  ～

スクリーン　１２０型 ２６５ｘ１４９ｃｍ 1　台 20,000¥  ～

ブルーレイディスクプレーヤー ２　台 10,000¥  ～

カラオケ(パーティーDAM) ２時間 ２　台 15,000¥  ～

音響セット(スピーカーｘ２台) 1　台 50,000¥  

金　屏　風 ２　枚 5,000¥    ～

式次第　※白黒 １８０ｘ９０ｃｍ 受注発注 20,000¥  ～

席　札 １枚 受注発注 300¥       ～

紙　袋 １枚 受注発注 200¥       ～

表　彰　盆 Ｂ４サイズ・Ａ３サイズ 各３枚 1,000¥    ～

ビンゴゲーム機材　(カード無) 手動式 １　台 無料

ビンゴゲームカード ５０枚セット 受注発注 500¥       ～

看　板(ホテル作成・紙使用)３色 ６０ｘ３００ｃｍ 受注発注 6,000¥    

看　板(ホテル作成・紙使用)３色 ６０ｘ４００ｃｍ 受注発注 10,000¥  

看　板 ６０ｘ３００ｃｍ 受注発注 30,000¥  ～

看　板 ６０ｘ５００ｃｍ 受注発注 46,000¥  ～

看　板 ９０ｘ５００ｃｍ 受注発注 51,000¥  ～

卓　上　装　花 受注発注 2,000¥    ～

料　理　卓　上　装　花 受注発注 10,000¥  ～

受　付　装　花 受注発注 5,000¥    ～

ス　タ　ン　ド　花 受注発注 15,000¥  ～

花　束 受注発注 3,000¥    ～

２０１7年４月～

～

料金(税別)

宴会器材・備品料金表

※上記の料金に消費税8％は含まれておりません。別途頂戴いたします。

※仮予約はキャンセルチャージ料金が発生いたしますのでご了承ください。(在庫などのお問合せは無料です。)

器材・備品名

(レインフォレストのみ) １　台 54,000¥  

１　台 32,400¥  (レインフォレストのみ)

2,000¥    

1,000¥    

※保有数が足りない場合は受注発注となりますのでご了承ください。

～マイク

ワイヤレスピンマイク



①

②

③

④

＊２２：００以降は下記の料金となります。　（２５％割増）

①

②

③

④

＊ レセプタントの発注は２名からとなります。

＊ 発注は２名からとなり、発注は１週間前まで、人数変更は４日前までにお願いいたします。

なお、宴会当日の人数・時間の変更はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

～

＊ 保有数が足りない場合は受注発注となりますので、ご了承ください。

＊ 上記に記載の無いオプションをご希望の際は、営業所へお問い合わせください。

＊ アーティストキャンセル料金

※上記の料金はサービス料込の料金となります。

※その他持ち込みがある際はお問い合わせください。

※アーティスト・器材に関しまして仮予約は2週間前の料金設定となりますのでご了承ください。

（スケジュール・在庫などのお問い合わせは無料です。）

ホテルへ郵送の場合は日時のご連絡をお願いいたします。

フリードリンクプランご利用の場合は免除させていただき

ます。

各料金アーティスト

※上記料金に消費税8％は含まれておりません、別途頂戴いたします。

FOOD

レセプタント

備品（器材）

各料金

各料金

各料金

15%

15%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

バニーガール （１時間　／　１人）＊畳間不可 12,500¥             受注発注

50%

キャンセルチャージ

当日3日前1週間前2週間前金額項目

金額

持ち込みはお断りしております。

音響器材の持ち込みがある場合はご連絡ください。

備考規格

250¥        

50,000¥    

ドリンク

レセプタント

アーティスト

項目

350～500ｍｌ/缶

1斗/樽

1800ｍｌ/本

750ｍｌ/本

11,000¥    

5,500¥      

2,200¥      

不可

持ち込み料金

当日 100%

司会者

琉球舞踊

２週間前 10% １週間前 15% ３日前 50%

別紙資料有 60,000¥             受注発注

（約３０分弱演舞　／　３～４名） 85,000¥             受注発注

（２時間　／　１人） 21,000¥             受注発注

レセプタント

スタイル 時　間 保　有　数

２０１7年４月～

（１時間　／　１人） 13,125¥             受注発注

料　金

洋　装 （１時間　／　１人） 9,375¥               受注発注

和　装 （１時間　／　１人） 11,250¥             受注発注

琉　装

宴　会　オ　プ　シ　ョ　ン　料　金　表

受注発注

受注発注

（約２０分～３０分）

（約２０分～３０分）

エイサー演舞

島唄

151,200¥           

108,000¥           

アーティスト・司会

バニーガール （２時間　／　１人）＊畳間不可 20,000¥             受注発注

延長料金

洋　装 （２時間　／　１人） 15,000¥             受注発注

和　装 （２時間　／　１人） 18,000¥             受注発注

琉　装



会場名 形式及び収容人数 面積 利用料金(２H) 追加料金(１H) １日料金(１０Ｈ以上) 利用可能時間 ネット接続
スクール形式(２００名)
シアター形式(４００名)
ロの字形式(９６名)
スクール形式(１００名)
シアター形式(２００名)

(屋内プール側) ロの字形式(５４名)
スクール形式(１００名)
シアター形式(２００名)

(厨房側) ロの字形式(５４名)
スクール形式(４８名)
シアター形式(１００名)
ロの字形式(３０名)
スクール形式(４８名)
シアター形式(１００名)
ロの字形式(３０名)
スクール形式(４８名)
シアター形式(１００名)
ロの字形式(３０名)
スクール形式(４８名)
シアター形式(１００名)
ロの字形式(３０名)
スクール形式(１００名)
シアター形式(２００名)
ロの字形式(８４名)
スクール形式(４０名)
シアター形式(６０名)
ロの字形式(４２名)
スクール形式(３６名)
シアター形式(６０名)
ロの字形式(３６名)
スクール形式(３６名)
シアター形式(５０名)
ロの字形式(４２名)

龍宮　個室　① スクール形式(１８名)

龍宮　個室　② シアター形式(２５名)
ロの字形式(３０名)

※上記の料金に消費税8％は含まれておりません。別途頂戴いたします。
※会場使用料金は２Ｈを基本とし、追加は１Ｈ単位で加算させていただきます。
　なお、機材・備品などを利用された場合、収容人数が減員することがございますのでご了承ください。

会議場料金表

9：00～22：00

9：00～22：00

9：00～22：00

レインフォレスト(半面Ａ+Ｃ)

レインフォレストＤ

レインフォレストＣ

レインフォレストＢ

レインフォレストＡ

１１０㎡

１１０㎡

¥110,000 ¥33,000

¥110,000

１０５㎡

龍宮　個室(①＋②)

9：00～17：00

６４㎡ ¥33,000 ¥9,900 設定なし

３２㎡ ¥22,000 ¥6,600 設定なし

リッカリッカ 12：00～22：00９８㎡ ¥44,000 ¥13,200 ¥220,000

２１０㎡ ¥88,000 ¥26,400 ¥440,000

カラヤホール半面 １０５㎡ ¥44,000 ¥13,200 ¥220,000

カラヤホール

レインフォレスト(半面Ｂ+Ｄ)

可

２１０㎡

２０１7年４月～

レインフォレスト(全面) ４５０㎡ ¥220,000 ¥66,000 ¥550,000

¥275,000

２１５㎡

１００㎡

¥55,000 ¥16,500

9：00～22：00
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