
宴会場のご案内
宴会場ご使用料金表

ご予算ございましたらご相談に応じます。

面積 宴会室料 会議室料 展示会室料 最多収容人数
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 98 324 55,000 110,000 165,000 572,000 156 100 330 180 72

 65 216 33,000 66,000 99,000 341,000 96 70 150 120 56

 32 108 16,500 33,000 49,500 176,000 36 30 60 70 36

　16 53     18 16 35 30 20

 18 61 11,000 22,000 33,000 110,000 24 24 35 40 20

 14 47     16 16 ー ー ー

 31 103 16,500 33,000 49,500 176,000 40 50 50 70 32

 23 78 11,000 22,000 33,000 110,000 24 30 30 50 24

 42 139 16,500 33,000 49,500 176,000 48 60 60 80 36
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※各収容人数は最多人数の場合。※上記料金はサービス料・消費税込の価格です。
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宴会ご利用のご案内

お打合せ

仮 予 約

確   認

キャンセル

お 荷 物

●ホテル係員と詳細のお打合せをご宴会等の１０日前までにお願い致します。
※詳細のお打合せが間際になりますと、ご手配できかねるものもございます。

●仮予約の期限は１週間とさせていただきます。

●パーティーの最終の人数確認はご宴会等の２日前（午前中）とさせていただきます。会議の
　最終の人数確認も同様とさせていただきますのでご確認後のご変更はご容赦願います。

●お申し込み後のキャンセルには弊社規定のキャンセル料を頂戴いたします。

●会合でご使用されるものを事前にお送り頂く場合は、下記住所宛にお送り
　下さい。その際には、備考欄にご宴席日とご宴席名称をお書き添え下さい。

〒677-0015  兵庫県西脇市西脇 991番地　西脇ロイヤルホテル宴会宛



オプション
マイク ￥1,100

プロジェクター ￥11,000

モニター（26インチ） ￥3,300

固定スクリーン（ルビー） ￥3,300

移動スクリーン1750×2250m ￥3,300

大型スクリーン2600×3450m★ ￥11,000

スポットライト（バトン取付型） ￥2,200

ピンスポット（移動式） ￥2,200

ホワイトボード ￥1,100

コピー（１枚） ￥10

FAX（１回） ￥100

看板（900×5400mm）１色★ ￥11,000

看板（600×3600mm）１色 ￥6,600

懸垂幕 ￥5,500

式次第 ￥5,500

舞台★ ￥11,000

装花（お料理卓盛り花） ￥11,000 より

装花（各卓盛り花） ￥2,200 より

つぼ花 ￥11,000 より

カラオケ ￥11,000

パテーション ￥1,100

卓上ライト ￥1,100

レーザーポインター ￥2,200

金屏風 ￥2,200

屋台設営 ￥5,500

ビンゴゲーム機 ￥11,000

ビンゴカード/枚 ￥50

グランドピアノ（ヤマハ） ￥22,000

エレクトーン（ヤマハ） ￥11,000

レセプタント（120分） ￥16,500

レセプタント延長利用金（30分） ￥4,400

レセプタント延長利用金（30分） ￥5,500

レセプタント持込料（１名毎） ￥3,300

21：30以降深夜割増

軽　　食
松花堂弁当 ￥3,300より

サンドウィッチ ￥1,650より

ケーキプレート ￥880

ドリンク
烏龍茶（グラス） ￥220

烏龍茶（瓶） ￥418

オレンジジュース ￥484

コーラ ￥605

ジンジャエール ￥605

コーヒー（ホット） ￥495

コーヒー（アイス） ￥605

紅茶 ￥495

アイスティー ￥605

ビール（中瓶） ￥847

ノンアルコールビール（360ml） ￥605

日本酒（燗）お銚子１本 ￥726 より

日本酒（冷酒）350ml ￥1,210 より

赤ワイン ￥3,850 より

白ワイン ￥3,850 より

スパークリングワイン ￥3,630 より

 ショット　 ボトル　

麦焼酎 ￥627より ￥7,810より

芋焼酎 ￥770より ￥8,360より

ウイスキー ￥836より

★はグランドホール用

※上記料金はサービス料・消費税込の価格です。

その他、ご希望がございましたらお打合せ時にご相談下さい。


