
078-291-1110
記載プラン以外にも、ご予算に合わせたプランニングをいたします。また、その他オプション等も多数ご用意しております。お気軽にご相談ください。

注意事項

ご予約・お問い合せはこちら お問い合わせ時間 平日・土 9：00～19：00
日・祝 9：00～18：00
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ラッセホール
〒650-0004 神戸市中央区中山手通 4-10-8

TEL.078-291-1117（代表）
FAX.078-291-0333
https://www.lassehall.com
E-mail info@lassehall.com

●神戸市営地下鉄県庁前駅より400m ●JR、阪神元町駅より700m ●JR、阪急、阪神、地下鉄三宮駅より1.1㎞
●高速花隈駅より1.1㎞ ●山陽新幹線新神戸駅より2㎞

ラッセホール

2018 Summer

人 集 い 、街 華 や ぐ 交 流 拠 点

地産フェア
ち さ ん

兵
庫

兵庫県産の食材を楽しむ 日本海と瀬戸内海に挟まれた
兵庫は、自然豊かな海や山など
に恵まれた食材の宝庫。
ラッセホールの「夏のバンケット
プラン」では、兵庫県産のさま
ざまな食材をお楽しみいただけ
ます。ぜひこの機会にご利用くだ
さい。

FleurLasse Hall Infomation

［フルール2018年6月号］

国際会議、講演会、研修会、試験会場等、様々な用途にご利用いただけます。
ローズサルーン

シアター形式 ： 560名
スクール形式 ： 300名

2F

会議
室料

基本2時間
延長（1時間単位）

107,000円
53,500円

会議
室料

基本2時間
延長（1時間単位）

25,500円
12,750円

会議
室料

基本2時間
延長（1時間単位）

19,400円
9,700円

サンフラワー
シアター形式 ： 165名
スクール形式 ： 108名

国際会議仕様。同時通訳ブース、
天井スピーカー設置。ベーシック
な会議スペースです。

会議室料 基本2時間
延長（1時間単位）

17,000円
8,500円 会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
13,000円
6,500円 会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
4,000円
2,000円会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
8,000円
4,000円

会議
室料

基本2時間
延長（1時間単位）

12,200円
6,100円

5F

ハイビスカス
シアター形式 ： 110名
スクール形式 ： 81名 口の字 ： 12名シアター形式 ： 80名

スクール形式 ： 42名

天井スピーカー設置。ベーシック
な会議スペースです。

5F

ライラック

少人数での会議や控室などにご
利用いただけます。

3F

コスモス

『コスモスE』、『コスモスW』と、2室
に仕切っての利用も可能。小規模の
会議などにご利用いただけます。

5F

457.4㎡（138坪）

142㎡（42坪） 108.9㎡（32坪） 66.5㎡（20坪） 39㎡（11坪）

https://www.lassehall.com ご予約・お問い合せはこちら 078-291-1110（宴会予約直通）ＨＰにて詳細をごらんいただけます。

シアター形式 ： 165名
スクール形式 ： 108名

シアター形式 ： 120名
スクール形式 ： 72名

シアター形式 ： 80名
スクール形式 ： 42名

座食 ： 210名
立食 ： 400名

座食 ： 80名
立食 ： 100名

座食 ： 50名
立食 ： 60名

座食 ： 30名
立食 ： 40名

国際会議仕様。
420インチの大型スクリーン、同時
通訳ブースを完備。

宴会場としてもご利用いただけます。

ラッセホールの宿泊

各公共交通機関から徒歩10分以内という
アクセス良好な立地。目の前には兵庫県庁、
ビジネスの中心地である旧居留地界隈も
徒歩10分とビジネスでのご利用も便利。
北野や神戸港、ハーバーランドなど、神戸の
主要な観光スポットへのフットワークも抜群
です。ゆったりとしたお部屋でくつろぎの
ご滞在をお楽しみください。全室インター
ネット接続も無料です。

※小学生以上のお客様は大人料金となります。未就学のお子様の添い寝（無料・アメニティなし）はシングルルーム1名様、それ以外は2名様までとなります。（ベビーベッド有料）
※アメニティ追加は1セット1,080円です。　※お支払いはチェックイン時にお願いいたします。　※料金には税金・サービス料（10％）が含まれております。
※駐車場：1泊（15：00～翌日10：00）…1,000円、隣接の立体駐車場あり。（高さ155cmまでのお車に限ります）

客室料金 7,700円～10,300円（シングル）
ホームページを見てご予約の方はお得な割引あり!

※年末・年始、ゴールデンウィーク、特別指定日は除く。

ビジネスや観光などのプライベートにも、魅力ある神戸の宿泊はラッセホールで!

リリー

国際会議仕様。同時通訳ブースも
設置可能。従来の会議室とは違った
洒落た空間で。

宴会場としてもご利用いただけます。

パンジー

国際会議仕様。同時通訳ブースも
設置可能。リリーとはまた違った
味わいある空間です。

宴会場としてもご利用いただけます。
バイオレット

小規模の会議や、ちょっとした
ミーティングなどにご利用いただ
けます。

宴会場としてもご利用いただけます。

B1F

164.2㎡（49坪）

B1F

104.8㎡（31坪）

B1F

ツイン ツイン（和室） シングル

2018年6/1㈮ ▶▶ 
2018年8/31㈮

納涼会、同窓会、各種ご宴会に

＋お料理 フリードリンク
ブッフェ形式にすると、料理が一品（おまかせ）追加でさらにお得に!

● 瓶ビール　　● 焼酎（麦/芋）　　● ウィスキー　　● ハイボール
● 赤/白ワイン　　● 日本酒　　● ウーロン茶　　● オレンジジュース

● にぎり寿司 1,450円～
● 天婦羅 850円～
● そば 600円～
● ステーキ 1,450円～

フリードリンク

5,000円お一人様
（税金・サービス料込）卓盛りメニュー 卓盛りメニュー 卓盛りメニュー

海コース
6,000円お一人様

（税金・サービス料込）

山コース
7,000円お一人様

（税金・サービス料込）

空コース

2時間制

20名様～

プラス プラス プラス

実演屋台（一例）

オプション料理
＊ 特典として下記の中から１つお選びいただけます（月～木のご利用に限ります）。

（一文字看板サービス、30分延長サービス、ドリンク２アイテム追加無料、スクリーン＆プロジェクター無料、ツインルーム宿泊チケットプレゼント）

山コース・空コースだけの特典

※記載メニューは食材の入荷状況により変更する場合がございます。
※料金には、お料理、フリードリンク、音響・照明費（ワイヤレスマイク2本付）、会場費（2時間）、税金、サービス料が含まれております。
※ご延長の際は30分につきお一人様500円（税金・サービス料込）の追加料金をいただきます。
※当日キャンセルの場合は、全額キャンセル料としていただきます。当日ご利用人数が増えた場合は、別途料金を頂戴いたします。

● 白身魚のエスカベッシュ 兵庫県産ベビーリーフ添え
● ピーチと兵庫県産野菜を使ったジャングルサラダ
● サーモン薄造り 兵庫県産玉葱添え
● 枝豆饅頭 兵庫県産茄子餡かけ
● 豚肉と兵庫県産水菜和え
● 兵庫県産トマトで煮込んだチキンカチャトーレ
● 兵庫県産こしひかりと胡瓜のサラダ巻き寿司
● 兵庫県産青葱の冷やしおろし蕎麦
● デザート（ブッフェコーナーにてご提供）

● コーヒー（ブッフェコーナーにてご提供）

● 兵庫県産胡瓜入りバーニャカウダ グリーンカレー風味
● お造り二種盛り合わせ
● 兵庫県産野菜の冷しゃぶ 梅おろし風味
● 鶏肉のウィーン風ソテー
● ローストビーフ 二色のソース 兵庫県産ミニトマト飾り
● 蒸焼売二種
● 兵庫県産こしひかりの穴子と長芋の巻き寿司
● 兵庫県産青葱の冷やしおろし蕎麦
● デザート（ブッフェコーナーにてご提供）

● コーヒー（ブッフェコーナーにてご提供）

● 和風カプレーゼ わさびマヨソース
● お造り三種盛り合わせ
● チキンソテー 兵庫県産トマト添え みぞれおろし和え
● ミートローフ 揚げ淡路玉葱添え
● 神戸ポーク サルティンボッカ
● 牛肉と茸の炒め物
● 兵庫県産こしひかりの握り寿司と細巻き寿司
● 兵庫県産青葱の冷やしおろし蕎麦
● フルーツ＆デザート（ブッフェコーナーにてご提供）

● コーヒー（ブッフェコーナーにてご提供）

サマーバンケットプラン
第二弾75.3㎡（22坪）
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