
 ● 炙り鶏ササミのサラダ仕立て
 ● 冷製ローストポーク マスタードソース
 ● ポップコーンシュリンプ
 ● 鶏モモ肉の胡麻醤油ソテー
 ● 蒸焼売
 ● サラダ巻き寿司
 ● パスタ料理又は椀子そば（温）
 ● デザート

フリードリンク ● 瓶ビール　● 焼酎（麦/芋）　● ウィスキー
 ● ハイボール　● ワイン　● 各種サワー　● 梅酒
 ● ウーロン茶　● オレンジジュース　● ジンジャーエール

お一人様 （税金・サービス料込）

3,980円コース
 ● スモークサーモンのカルパッチョ
 ● ゴロゴロ海鮮サラダ
 ● 鰹のタタキ
 ● 鶏肉と野菜の甘酢炒め
 ● 豚フィレ肉と根菜のトマト煮込み
 ● サラダ巻き寿司
 ● パスタ料理又は椀子そば（温）
 ● デザート＆フルーツ

お一人様 （税金・サービス料込）

4,500円コース

レストランパーティープラン

写真はイメージです

場所：レストランリビエラ（15：00～21：00の間、2時間制となります。個室利用はできません。）

2時間制 要予約 2時間制 要予約

※30名様から貸し切り利用可（マイク2本無料）

レストラン
リビエラ
レストラン
リビエラ
※10名様～※10名様～

プライベートダイニングを思わせるゆっ
たりとした店内。ビジネスに、気の合う仲間
との交流などにご利用頂けます。貸切利用
も8名様から承ります。

さくら（和室） ～20名様（最大）
掘りごたつご利用は10名様まで

ボヌール（洋室） ～24名様（最大）
立食でのご利用も可

個室のお知らせ
ご会食や少人数での会議にご利用いただける、洋室と和室のプライベートルームを
ご用意しました。いずれも独立性の高い落ち着いたスペース。大切な方のおもてなし
に最適です。各種ご宴会・親睦会・ご会食・法事等にご利用ください。

要予約

12/1㈰ ▶▶ 2/29㈯
2019年 2020年

フリードリンク（2時間制）

・瓶ビール ・焼酎
・ウィスキー ・ハイボール
・日本酒 ・ウーロン茶
・オレンジジュース

忘・新年会はラッセホールのお鍋でほっこり!
予約制

2019年12月1日㈰～
2020年2月29日㈯

3日前までにご予約ください。

プラン

フリードリンクをご希望の場合は
鍋利用特別価格 お一人様（税込）

¥1,６００通常¥2,１００→
※フリードリンクをご希望の方には、デザート
　をサービスいたします。
　（レストラン利用の方に限ります）

利用場所 レストラン
（リビエラ 2名～   ボヌール／さくら 4名～）

宴会場（20名様～）

写真はイメージです

恵方巻き
2020年は西南西

2020年2月3日㈪ 2020年1月26日（日）までに
ご予約の方

1本¥500（税込）

1本¥550（税込）

早期割引

ラッセホールでは書道教室を開いております。
教 室 書道
曜 日 月曜日 月３回

開講時間 14時００分～18時３０分
講 師 井本 雅士 先生

月 謝 幼稚園 ￥３，５００　中高生 ￥４,０００
小学生 ￥３，５００　大　人 ￥４,５００

入会金 こども ￥１,５００　おとな ￥２,０００
競書誌代 毎月 ￥５００（幼稚園児は不要）

お問い合わせ ０７８－２９１－１１１７（代表）

冬の味覚会席・コース冬の味覚会席・コース

 ◆ 季節の先付
 ◆ お造り盛合せ
 ◆ 南京のかき揚げ
 ◆ 野菜の焚合せ
 ◆ 酢の物
 ◆ 寿司
 ◆ 汁椀
 ◆ ソルベ

 ◆ 前菜盛合せ
 ◆ 林檎のポタージュ
 ◆ お造り二種盛合せ
 ◆ 牛フィレ肉のポワレ マッシュルームソースで
 ◆ 里芋海老包み揚
 ◆ 寿司
 ◆ 汁椀
 ◆ フルーツ

 ◆ 酒肴彩盛合せ
 ◆ お造り三種盛合せ
 ◆ 牛ステーキ 温野菜添え
 ◆ 鮟鱇の唐揚げ
 ◆ 白子蟹つみれ 小鍋にて
 ◆ あん肝 ポン酢
 ◆ 握り寿司三種
 ◆ 汁椀
 ◆ フルーツ＆デザート

写真はイメージです 写真はイメージです 写真はイメージです

● ランチタイム  11：00～14：00
● ディナー  17：00～21：00（L.O. 20：30）

ランチタイムは4名様から、ディナータイムは4名様から、個室（さくら・ボヌール）をご利用いただけます。

2,550円お一人様
 （税金・サービス料込） 3,600円お一人様

 （税金・サービス料込） 5,000円お一人様
 （税金・サービス料込） 要予約要予約要予約

味覚会席 和洋会席 特別会席

ランチ
ディナー
ランチ
ディナー

2名様～
10名様～
2名様～
10名様～

ランチ
ディナー
ランチ
ディナー

2名様～
4名様～
2名様～
4名様～

ランチ
ディナー
ランチ
ディナー

4名様～
4名様～
4名様～
4名様～

レストラン
リビエラ
レストラン
リビエラChristmasParty2018年ラッセホールクリスマスパーティー

2018年12月20日（木）

予約・お問合せは
ラッセホール宴会予約
☎078-291-1110

（9：00～19：00、日・祝～18：00）

◎受　付 17：30～ ◎ショー 19：00～◎食　事 18：00～
◎抽選会 20：10～ ◎閉　演 20：30～
お一人様（お料理はコースとなります。）

¥１4,０００※料金には、お料理・お飲み物・
サービス料・税金を含みます。
※ご予約順指定席となります。
※全席禁煙。

司会 ： 笹本 晶花

ティーアップ ＲＩＫＩ（リッキー）きんめ鯛

結成年月 ： 1988年12月
芸人

前田勝（まえだまさる） 
生年月日 ： 1965年04月03日
身長/体重 ： 164cm/49kg 
血液型 ： B型
出身地 ： 兵庫県 
趣味 ： 読書/DVD鑑賞/くしゃみ
出身/入社/入門 ： 1986年 NSC大阪校 5期生

長谷川宏（はせがわひろし） 
生年月日 ： 1967年03月18日
身長/体重 ： 171cm /55kg 
血液型 ： O型
出身地 ： 兵庫県 
出身/入社/入門 ： 1985年 入門 里見まさと

受賞歴
・「上方漫才大賞」第26回（1991）新人賞
・「上方漫才大賞」第39回（2004）奨励賞
・「ABCお笑い新人グランプリ」第12回（1991）

優秀新人賞
・「上方お笑い大賞」第19回（1990）銀賞
・「NHK上方漫才コンテスト」第20回（1989）

最優秀賞

代表作
・書籍「吉本興業オフィシャルブックうめだ花月芸

人読本」ぴあ

ニュース
・ポストよしもとにて『長谷川・兵動の帰ってきた恋

愛ってどうよ？』を7年ぶりに開催！

輝志（まきし） 右 
生年月日 ： 1994年05月08日
身長/体重 ： 186cm /65kg 
血液型 ： A型
出身地 ： 大阪府 門真市
趣味 ： B'z、将棋（三級）、カポエイラ
特技 ： フリースタイルラップ
出身/入社/入門 ： NSC36期

上田だう（うえだだう） 左
生年月日 ： 1992年07月19日
身長/体重 ： 168cm /58kg 
血液型 ： AB型
出身地 ： 大阪府 堺市北区
趣味 ： 週一程度でUSJに行くこと（1人でも）、女子
会、フィギュアスケート、アイドル観賞、釣り、名探
偵コナン
特技 ： USJ案内、温泉レクチャー（温泉ソムリエ）、
女装、ちゃらんぽらん冨好さんのモノマネ
出身/入社/入門 ： NSC36期

ニュース
・総勢140人以上の若手芸人がZepp Nambaに

大集結！ネタあり歌ありコーナーありの一大夏フェ
ス「もっとも～～～っとマンゲキFES」大盛況

・ヘンダーソン・中村との決戦を制しスマイル・ウー
イェイよしたかが王座に！

・「ワースト脳力王 in よしもと漫才劇場」

流暢な日本語で観客を爆笑の渦に巻き込みます！
世界で唯一のパフォーマンス、2メートルのトランプ
タワーの上でローラーボーラーバランス芸は必見
です。外国人ならではの圧倒的なパワーは、老若
男女を問わず楽しんでいただけます。

演目
デビルスティック／ボールのお手玉／クラブのお
手玉／ナイフのお手玉／バルーンアート／ロー
ラーボーラーバランス芸／帽子のお手玉 等

経歴
1998年よりパフォーマンスデビュー

「長野大道芸祭り」（2000年）、「福島EXPOワー
ルドステージ」（2010年）、K-1オープニングショー
(2006年)、「中国南京」(2009年)、「野毛大道芸祭
り」(2011年)、大道芸ワールドカップin静岡（2012
年)に出演。

「神戸大道芸祭り」 (2007年)、「天保山ワールドパ
フォーマンスフェスティバル」天保山マーケットプレ
ス賞(2009年)受賞。
現在は、天保山、ユニバーサルシティウォーク、難
波パークスにレギュラー出演。
ＴＶ関西「あほやねん！すきやねん！」、ＣＭパナソニッ
ク「海外LUMIX＆Camcorder」

イベント
花博／ホテル／学校／幼稚園／お祭り／商業施
設／パーティー／テーマパーク 等多数

※出演者は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。

Special豪華
抽選会開催
素敵な景品をご用意して
います！

ChristmasParty2019年ラッセホールクリスマスパーティー

予約・お問合せは
ラッセホール宴会予約
☎078-291-1110

（9：00～19：00、日・祝～18：00）

2019年12月18日（水）
◎受　付 17：30～ ◎ショー 19：00～◎食　事 18：00～
◎抽選会 20：10～ ◎閉　演 20：30～
お一人様・フリードリンク付（お料理はコースとなります。）

¥１4,０００※料金には、お料理・お飲み物・
サービス料・税金を含みます。
※ご予約順指定席となります。
※全席禁煙。

高い月とジェミニー
   （姉：まゆ、妹：あゆな）

ほいけんた双子のようなリアル姉妹で活
動する音楽デュオ。姉妹の
ハーモニーでホッとする瞬間を
感じて聴いて下さっている方
の心にあたたかさを灯せる歌を
お届けいたします。

明石家さんまの再現ＶＴＲの欠かせない・・・行列
のできるお笑い芸人！テレビやラジオ、全国のイ
ベントで活躍中！明石家さんまが憑依するモノ
マネ会のお笑い怪獣が、ラッセホールに上陸！！

変面師  王 変面ワン ヘンメン

中国は四川・上海、そしてラスベガスにて修業。
国家一級機密である変面の技を受け継ぐ、
数少ない日本人の一人。日本では珍しい圧巻の
変面パフォーマンスで、盛り上がること間違い
なし！子どもからお年寄りまで世代を超えて大人
気活躍中！※出演者は都合により変更する場合がございます。ご了承ください。

Special豪華
抽選会開催

素敵な景品をご用意しています！

◆ オードブル盛合せ　◆ 海鮮二種盛合せ
◆ 本日のサラダ 
◆ 国産牛サーロイン 兵庫県産焼野菜
◆ ごはん 味噌汁 香の物
◆ フレッシュフルーツ　◆ コーヒー

その他
ランチ3,000円・4,500円～、
ディナー6,600円～ ご用意いたしております。

70周年謝恩ステーキコース
7,000円

フリードリンク内容

2名様～

生ビール ・ 赤 ・ 白ワイン ・ ソフトドリンク

お一人様
（税金・サービス料込）

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1,100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 7,850円～8,635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!

ツイン ツイン（和室） シングル

ご宿泊のご予約・お問い合わせはこちら　078-291-1117（代表）

＋フリードリンク付き

3,０００円プラン （ミニ造里・うどん付）

・塩ちゃんこ鍋 ・豚しゃぶ鍋

4,０００円プラン （造里二種・うどん付）

・牛すき焼 ・ラッセ鍋
  （ゆず胡しょう風味）

6,０００円プラン （造里二種・うどん又は雑炊付）

・海鮮寄せ鍋 ・鰤しゃぶ鍋
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