
【ご利用人数】 10 名様～承ります

・ご宿泊日と翌日の間の 8時間
・ご夕食　ご宴会場でご用意させていただきます。
・ご宿泊のお部屋　ツインルームもしくはトリプルルーム
　（シングルルームをご希望の場合は、2,000 円追加となります。）

・9：00 ～ 15：00 の間の 4時間
・ランチ ( 松花堂弁当 )　
＊基本、会議室でのご提供となります。

Half day + lunch plan
ランチ付き 4時間プラン

3,500円 11,500円

A B

宴会のご予約・お問合せ 広島エアポートホテル  営業部セールスまでFAX：0848-60-8222TEL：0848-60-8190

2018年　
4月1日 ～  3月31日期間 2019年

All day + stay plan
ディナー、ご宿泊付き 8時間プラン

・スクリーン、ホワイトボード
・マイク 2本（30 名様より）
・コーヒーブレイク 1回 ( セルフサービス )、
　ミネラルウォーター 1本
・リフレッシュメント ( チョコレート、ミントキャンディー )
　※ディナー・ご宿泊付きプランは、コーヒーブレイク、
　　リフレッシュメント各 2回、ミネラルウォーター 2本

全プランに含まれる内容

【　備　考　】
※表記料金は税金・サービス料を含みます。
※全プラン延長対応いたしますがお断りする場合もございます。
　1時間延長　お1人様　300円
※会場の指定は承りかねます。
※当日のプランのご変更は承りかねます。
※ご予約は、平日3ヶ月前、土日2ヶ月前から承ります。

Option オプション

Activity アクティビティ

【 飲食 】　10 名様分より承ります
松花堂弁当　　　　  1,900円 ～

デニッシュセット　　 600円
　・クロワッサン　・フルーツデニッシュ 4種
　・スナックデニッシュ 2種　・クッキー
　  ・ソフトドリンク

【 備品 】
プロジェクター　　   27,000円　→  10,800円
マイク  3,240円　→　1,620円
ホワイトボード　　　 3,240円　→　1,620円
スクリーン 　　　　   10,800円　→　5,400円
インターネット回線（1回線）　　  　　　無料

尚、各アイテムの組合せもアレンジさせていただきます。お気軽にご相談ください。

デザートセット　      1,300円
　・プチケーキ 5種
　・フルーツ 6～ 7種
　・チョコレート

コーヒー・紅茶
アイスコーヒー
アイスティー

各 500 円
　 600 円
     600 円

広島県の中心部に位置し、ビジネス・観光の

拠点として便利な立地。自然に囲まれた緑

豊かな環境はミーティングなどに最適です。

広島県の中心部に位置し、ビジネス・観光の

拠点として便利な立地。自然に囲まれた緑

豊かな環境はミーティングなどに最適です。

Meeting Plan
会議・研修・セミナープランのご案内

広島空港

ターミナル

法人営駐車場
歩道橋

三景園管理棟
入口出口

展望所

フォレストヒルズ
ゴルフ＆リゾート

GS

◀ 至 山陽自動車道
　 河内 I.C. 広島

至 山陽自動車道 ▶
　 本郷 I.C. 三原　 

広島空港から遊歩道で徒歩 5 分
● お車でのアクセス

● 公共交通機関でのアクセス

山陽自動車道
河内 I.C. ／本郷 I.C. から約 5 分
国道 2 号線 竹原市新庄町
交差点より約 10 分　本郷町交差点より約 10 分

広島駅より空港リムジンバス　約 50 分
白市駅より空港路線バス　約 15 分

● 空港から徒歩でのアクセス 広島エアポートホテル
〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺 64-25
Tel:0848-60-8111　Fax:0848-60-8222

フォレストヒルズガーデン
〒729-0415 広島県三原市本郷町上北方 1361
Tel:0848-60-8211　Fax:0848-60-8219

《 ホテル周辺の施設・観光案内 》

・ゴルフ
・テニス　（施設内にコートが 6面ございます。）
・サイクリング（隣接の中央森林公園にてレンタルが可能です。）

・ウォーキング
・工場見学
・乗馬　（苅谷乗馬クラブ　車で約 25 分）

※事前予約が必要なものもございますのでお気軽にスタッフにお尋ねください。
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 みかみ　    じゅんこ

三上　順子

講師紹介

≪ プロフィール ≫
元全日空客室乗務員。日本マナー・プロトコール協会認定講師。
キャリアカウンセラー「日本キャリア開発協会認定 CDA）
マナー・プロトコール検定１級。パーソナルカラーアナリスト。
企業、医療機関、専門学校、職業訓練校、商工会議所、青年
会議所、ゴルフクラブなどで研修、講義、講演を行う。
主な研修・講演テーマは、「ＣＳ向上セミナー」「接客力・営業力
を高めるマナーの基本」「経営者の為のエグゼクティブマナー」
「医療現場の接遇マナー」「人を惹きつけるスマートマナー」
「心が伝わるコミュニケーション」など。
日本マナー・プロトコール協会アソシエイトパートナーとして、
「マナー・プロトコール検定取得講座」を継続して開講している。
「相手を慮る心を大切にすると人生が輝く！」をモットーに、
分かり易く丁寧に即実践に繋がる研修を心がけている。
研修内容を継続して実践できるよう、コンサルティングも行っている。
≪ 得意分野 ≫
「接遇マナー研修」「接客力・営業力向上研修」「就職活動・面接のマナー」

日本マナー・プロトコール協会とは
生活やビジネス、国際交流の場において必要不可欠
なマナーやプロトコール（国際儀礼）について、
その本質を探究し、広く普及・啓発していくことを
目的として設立された特定非営利活動法人です。

マナー・プロトコール検定とは
社会人として必須のマナーやプロトコールに関わる
知識や技能を認定する資格検定です。
エアラインの客室乗務員をはじめホテルなどの第一線で
活躍するサービスの “プロ” や、秘書、マナー講師の
方々がめざす資格として注目されています。
検定は 1 級から 3 級までの 4 段階に分かれており、
社会人の方には 2 級からのスタートをお勧めしています。

マナーの歴史や、国際人として必要なプロトコールの知識
について学ぶとともに、サービス理論についても実践例を
含めて解説しています。社会人としての意識とスキルを高める
ために役立ちます。

序　章　マナー＆プロトコールとは
第１章　マナーの歴史と成り立ち
第２章　国際人としてのプロトコール
第３章　企業が求める人材とは
第４章　顧客満足度と “プロ” のサービス
第５章　ビジネスシーンのマナー

日本料理や西洋料理、中国料理のいただき方からワインの知識
まで、テーブルマナーの基本を学習します。
また、パーティや服装についてなどは、品性をさらに高めるため
にも習得したい内容です。

第１章　食事のマナー
第２章　お酒のマナー
第３章　パーティのマナー
第４章　服装のマナー

人生の節目を祝う通過儀礼や、お付き合いに必要な葬儀や
結婚のしきたり、さらに子孫に伝えていきたい年中行事など、
日本人として必要不可欠な冠婚葬祭について学びます。
日々の生活に彩りを加えるのが「暮らしのマナー」です。

第１章　「冠」のしきたり
第２章　「婚」のしきたり
第３章　「葬」のしきたり
第４章　「祭」のしきたり
第５章　お付き合いのマナー

※こちらのプランは、オプションメニューになりますので、
　別途料金をいただきます。

マナーやプロトコールをプロから学んでみませんか？

ご希望の講座内容をお選びいただけます。

[ オプションメニュー ]

マナー・プロトコール教室

講座内容

マナーとビジネスキャリア

食事とコミュニケーション

暮らしのマナー


