
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。

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

2019 Winter

人 集 い 、街 華 や ぐ 交 流 拠 点

和・洋 料理 和・洋 料理 和・洋 料理

● 瓶ビール　● ウイスキー　● ハイボール　● 芋/麦焼酎　● 赤白ワイン　● 日本酒又はカクテル　● ウーロン茶　● オレンジジュースフリードリンク

プラス

注意事項
※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、基本音響、照明（マイク2本付）、会場費（2時間）の料金が含まれます。
※ご延長の際は会場費とフリードリンク代金として30分ごとに一人あたり500円（税金、サービス料込）の追加料金をいただきます。

フリードリンクは、1アイテムにつき300円で追加できます。
追加アイテム・・・
酎ハイ、梅酒、カクテル、ノンアルコールビールなど

＋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!

日曜日・祝日のご利用・・・フリードリンク１アイテム追加、または一文字看板サービス

2019年12/1㈰ ▶▶ 
2020年2/29㈯

忘新年会、懇親会、同窓会、各種ご宴会など、様々なシーンに

2時間制

20名様～

FleurLasse Hall Infomation

フルール 2019年12月号

「兵庫県教育会館」は、1949年に
創業し、70年を迎える事ができま
した。長年に渡り、ご利用のお客様
に感謝の気持ちを込めて「70周年
記念フェア」を開催いたします。

第四弾

5,000円お一人様
（税金・サービス料込）

くすのきコース
6,000円お一人様

（税金・サービス料込）

のじぎくコース
7,000円お一人様

（税金・サービス料込）

こうのとりコース
5,000円お一人様

（税金・サービス料込）

Aコース
6,500円お一人様

（税金・サービス料込）

Bコース
8,000円お一人様

（税金・サービス料込）

C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
● ポップコーンシュリンプ
● 里芋饅頭 和風餡かけ

チョイス （下記から１品）

   ● 鶏モモ肉の胡麻醤油ソテー

   ● 鶏モモ肉のソテー 香草パン粉焼き

   ● 若鶏のシチュー仕立て
● 巻き寿司
● 椀子そば（温）
● フルーツ盛合せ（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）

● 鮪とアボカドのカルパッチョ 柚子胡麻ソース
● 炙り鶏ササミのサラダ
● お造り二種盛合せ
● 鮟鱇の唐揚げ
チョイス (下記から１品）
   ● ポークフィレジンジャー
   ● ポークフィレカツ ボローニャ風
チョイス (下記から１品）
   ● 雲丹のトマトクリームグラタン
   ● ハマグリと茸のパスタ
   ● 鮭と冬野菜の蒸し白味噌仕立て
● 握り寿司 巻き寿司
● 椀子そば（温）（★パスタチョイス時は蒸点心）
● 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）

● コールミートバリエ
● 鴨のスモーク 青じそ山葵マリネ
● ゴロゴロ海鮮サラダ
● お造り三種盛合せ
チョイス (下記から１品）
   ● 金目鯛のソテー ヴァンブランソース
   ● 鮟鱇のブイヤベース仕立て
   ● 甘鯛とすり身のヴァプール
チョイス (下記から１品）
   ● 豚フィレ肉と根菜のトマト煮込み
   ● 豚ロース肉のソルトマリネロースト
● 牛ステーキ鉄板焼き＜ライブ＞
● 握り寿司彩々
● 椀子そば（温）
● フルーツ＆プチケーキ（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）

冬のバンケットプラン
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県警本部 兵庫県学校

厚生会館

県民会館 生田神社

至新
神戸
→

中山手4丁目交差点

神戸市営
地下鉄

阪急神戸線

JR東海道本線
ポートライナー阪神本線

トアロード

山手幹線

生田新道

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

写真はイメージです

長年のご愛顧に感謝を込めて

70周年記念フェア
兵庫県教育会館 ラッセホール

yAnniversary

兵
庫

県教育会館 ラッセホール70ht

特典

オプション料理　
プラス1品いかがでしょうか？

（＊実演料理 30名様以上～ご利用いただけます）　　● 握り寿司（1人前） 1,500円～　　● 桶寿司 1台：6,200円～
● 天婦羅（1人前） 880円～　　● ステーキ/ローストビーフ（1人前） 1,500円～

2019年10月から会場使用料金が新しくなりました!
ローズサルーン

シアター形式 ： 560名
スクール形式 ： 300名

2F

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）

17,400円
8,700円 会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
13,300円
6,650円

会議室料 基本2時間
延長（1時間単位）

109,000円
54,500円 会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
26,000円
13,000円 会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
19,800円
9,900円

会議室料 基本2時間
延長（1時間単位）

4,100円
2,050円会議室料 基本2時間

延長（1時間単位）
12,500円
6,250円

会議室料 基本2時間
延長（1時間単位）

8,200円
4,100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。

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。

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。

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

75.3㎡（22坪）

宴会場としても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。 宴会場としてもご利用いただけます。

ラッセホール“楽”のポイント
・当日の会場セッティングから使用後の片付け
まで、すべて無料（事前の打ち合わせが必要とな
ります）。
・面倒な機材の使用方法も、経験豊かなスタッ
フがしっかりサポート。
・医学を中心とした学会の利用実績（年間延べ100件
以上）も有る、充実の設備と機能。

・最大560名様から小規模のセミナー、各種イベ
ント、展示会まで様々なニーズに対応。
・兵庫県庁にも近く神戸の中心地という、利便性
にも優れた立地。
・訪れる人に優しい、バリアフリーの館内。
・遠方からお越しのゲストや各地を飛び回るビジネ
スマンの疲れを癒す、宿泊施設を完備。
・メニュー豊富なレストランも併設。
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