
㎡ 坪 追加1時間 着席 立食 スクール ロの字

ザサイプレスルーム 2F

The Cypress Room

志野織部 2F

Shino Oribe

志野 2F

Shino

美濃 3F

Mino

ウィズ バイ サイプレス B1F 310

WHIZZ by Cypress バー25㎡を含む

料理 税込価格 （内消費税） 装花 税込価格 （内消費税）

コース料理 7,260円 ～ （660円～） 料理卓上装花 16,500円 ～ （1,500円～）

卓盛料理 7,260円 ～ （660円～） 卓上装花  4,400円 ～ （400円～）

7,260円 ～ （660円～） 花瓶花 　11,000円 ～ （1,000円～）

花束 　5,500円 ～ （500円～）

スタンド生花 19,800円 ～ （1,800円～）

税込価格 （内消費税） 映像機器 税込価格 （内消費税）

33,000円 ～ （3,000円～）

ローストビーフ 2,420円 （220円） 音声接続ケーブル 　5,500円 （500円）

レーザーポインター 　5,500円 （500円）

1,452円 （132円） ノートパソコン 55,000円 ～ （5,000円～）

天婦羅 1,331円 （121円） スクリーン(1800×1800) 　9,900円 （900円）

蕎麦 726円 （66円） スクリーン(2400×1800) 12,100円 （1,100円）

きしめん 726円 （66円） スクリーン（織部） 2,200円 （200円）

串揚げ（2本） 726円 （66円） DVDプレーヤー 16,500円 ～ （1,500円～）

模擬店設営費 12,100円 （1,100円）

寿司桶盛り合わせ 14,520円 ～ （1,320円～）

活姿造り　鯛 13,310円 ～ （1,210円～） 会場設営・備品 税込価格 （内消費税）

刺身盛り合わせ 12,100円 ～ （1,100円～） ホワイトボード 1,100円 （100円）

ワイヤレスマイク 　3,850円 （350円）

その他料理 税込価格 （内消費税） 有線マイク 2,200円 （200円）

弁当 3,630円 ～ （330円～） ピンマイク 　11,000円 （1,000円）

ケーキセット 1,452円 ～ （132円～） スポットライト 　11,000円 （1,000円）

サンドウィッチ 1,815円 ～ （165円～） 手元ライト 2,750円 （250円）

演台 2,200円 （200円）

ステージ（１台） 2,200円 （200円）

飲物 税込価格 （内消費税） 金屏風 2,750円 （250円）

2,640円 （240円） 通信カラオケ 22,000円 （2,000円）

2,200円 （200円）

3,080円 （280円）

看板・筆耕 税込価格 （内消費税）

ビール(中) 968円 （88円） 吊看板(600×4500㎜) 30,800円 （2,800円）

日本酒 1,089円 （99円） 吊看板(450×3600㎜) 　　27,500円 （2,500円）

冷酒 1,089円 （99円） 立看板 17,820円 （1,620円）

焼酎セット 4,840円 ～ （440円～） 持込看板設営費 1,100円 （100円）

ウィスキー 12,100円 ～ （1,100円～） 式次第 20,460円 （1,860円）

ワイン 4,840円 ～ （440円～） 講演題 16,500円 （1,500円）

4,840円 ～ （440円～） 胸章リボン(大) 748円 （68円）

シャンパン 14,520円 ～ （1,320円～） 胸章リボン(中) 495円 （45円）

ウーロン茶 484円 （44円） 胸章リボン筆耕料 275円 （25円）

ジュース 484円 （44円） テントカード(10枚より) 　550円 （50円）

コーヒー／紅茶 545円 （50円）

121,000円～ （11,000円～） その他 税込価格 （内消費税）

マス 424円 ～ （39円～） コンパニオン(2時間)  17,600円 （1,600円）

ひしゃく 1,331円 ～ （121円～） 司会者 　66,000円 （6,000円）

焼印 18,150円 ～ （1,650円～） 集合写真(30枚～)  1,430円 （130円）

　22,000円 （2,000円）

インターネット回線使用料 　11,000円 （1,000円）

※2021年3月末現在の料金です。料金は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

オプション料理

樽酒　4斗樽2斗入り

ピアノ使用料（調律費含む）

飲み放題コースＡプラン

飲み放題コースＢプラン

宴会料金表　PRICE LIST

ブッフェ料理（30名様～）

ビンゴゲーム（ビンゴカード付）

48,400円（内消費税4,400円）

24,200円（内消費税2,200円）

※コース・卓盛についてはフランス料理又は和洋折衷料理からお選びいただけます。

93 80 120 ― ―

15,125円（内消費税1,375円）
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<ワゴンサービス>※３０名様から承ります。 パソコン対応プロジェクター

78,650円（内消費税7,150円）

36 10

<模擬店／他>※３０名様から承ります。

ビール・ウーロン茶・オレンジジュース・（ワイン、ウィスキー、焼酎、日本酒)より2種類選択

ビール・ワイン・ウィスキー・焼酎・日本酒・ウーロン茶・オレンジジュース

※その他別途お見積もりいたします。

※使用本数により別途見積いたします。

にぎり寿司（40名様～）

※宴会場のご利用（会議・飲食とも）は9：00～22：00までとさせて頂きます。時間外の利用をご希望の場合は別途お問い合わせください。

※上記金額　サービス料（10％）および消費税（10％）を含みます

12,100円（内消費税1,100円）

157,300円（内消費税14,300
円）

　17：00以降の会議室料は20％増しとなります。

6,050円（内消費税550円） 12 ― 12
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106 32 42 60 60 3548,400円（内消費税4,400円）

30,250円（内消費税2,750円）61 18

スパークリングワイン

面積 収容人数

165 50 70 90 80 48

会議室料

基本2時間

96,800円（内消費税8,800円）

会場

28 ― 35


