
1.お支払い
　当ホテルよりご指定致しました金額を当日または、指定期日までにお支払
　いをお願いいたします。
　ただし、前受金として事前にお預かりさせて頂く場合は、当館指定の申込書
　に、ご利用日、住所、氏名、電話番号等をご記入のうえ予め見積書を作成させ
　て頂いた後に見積書と同等金額まで（上限）をお預かりさせて頂きます。

２.直接ご依頼の業者に対する指示
　当ホテルの了解のもとに、お客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関
　する装飾、余興等の機器及び材料の搬入、搬出、又は看板のサイズ取り付け
　方法設置場所等につきましては、ホテルの美観、動線を考慮し、一定のルー
　ルのもとに実施して頂くよう当ホテルがその業者の方とお打ち合わせさせて
　頂きます。

３.損害賠償
　お客様（お客様側の全ての関係者を含みます）及びお客様が直接依頼された
　業者の方々は、ホテルの施設・什器備品等を破損したり損傷したりしないよ
　う十分にご注意ください。もし施設・什器備品等に損傷等損害が発生した場
　合はその修復に関して、速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担頂
　くことになりますので御了承下さい。
　
４.契約の拒否・解約
　宴会・会議等にご出席されるお客様が「暴力団員による不当な防止等に関す
　る法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社
　会的勢力である場合、暴力団員等が事業活動を支配する法人、その他団体又
　はその構成員である場合、暴力団等が役員となっている法人、その他団体又
　はその構成員である場合及び法令又は公序良俗に反する行為をなされる恐
　れがある場合と判断した場合、あるいは他のお客様にご迷惑をおかけする
　と当施設が判断した場合、または、この「宴会・会議」に違反なさった場合
　でも解約させていただくことがありますので予めご了承ください。

５.禁止事項
　次に揚げる各項目につきましては禁止事項となっておりますのでご了承く
　ださい。
　1、犬・猫・小鳥その他の動物、ペット類の持ち込み。（盲導犬を除く）
　2、発火又は引火性物品の持ち込み。
　3、悪臭、異臭を発するものの持ち込み。（線香等も含む）
　4、風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑になるような言動。
　5、備品等の移動。
　6、使用目的以外のご利用。
　7、その他法令で禁じられている行為。

６.お取り消料
　お申し込み頂きました宴会・会議等をお取り消しされる場合には、下記のお
　取り消し料を頂戴致します。（ただし天災は除く）
　
　

　
　手配済みのものにつきましては全て実費請求させていただきます。
　期日を変更される場合は、上記の取り消しに準じた取り扱いをさせて頂くこ
　とがございますのでご了承くださいませ。

7.変更事項等のご連絡について
　料理数及びその他の変更は、宴会・会議等の前日正午までに当ホテル担当者
　にご連絡ください。それ以降はすべて手配が完了しておりますので、減少
　した場合でも料金を頂戴させて頂きます。
　尚、料理人数、会場借り上げ時間等大幅に変更される場合は、10日前迄にご
　連絡ください。ただし、状況により（会場の空き状況等）ご要望にお応え
  できない場合もございます。

当日より30日未満から20日前迄　見積総額の10％

当日より20日未満から10日前迄　見積総額の20％

当日より10日未満から5日前迄　 見積総額の30％

当日より5日未満から前日正午迄  見積総額の50％

前日正午より18：00迄            見積総額の80％

前日の18：00より当日　　　　   見積総額の100％

宴会場利用規約

〒920-0912　石川県金沢市大手町2-32

TEL    076-264-7858（宴会予約）

FAX　  076-264-7853

E-mail sales@kkrhotelkanazawa.gr.jp

ご宴会各種料金

宴会場フロアご案内

ＫＫＲホテル金沢 検索 →
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■お料理
　　正　餐
　　[和食は会席、洋食はコース料理でご用意いたします]
　　洋食パーティー料理
　　[大皿形式・ブッフェ形式等、いかようにも承ります]
　　※その他、和食・洋食とも、単品料理の追加や
　　　　　　　　　　　　　和洋折衷でのご用意も承ります。
　　洋食ランチ
　　和 弁 当
　　♦追加料理♦
　　寿司(３貫) 
　　そば(温又は冷)
　　お造り盛合せ
　　治部煮
　　ケーキ各種
 ■お飲物
　　日本酒(180ml)
　　ビール(500ml)
　　オレンジジュース・ウーロン茶 
　　ノンアルコールビール
　　焼酎
　　ワイン(赤・白) 
　　飲み放題
　　(ﾋﾞｰﾙ・焼酎・ｼﾞｭｰｽ・ｳｰﾛﾝ茶)
　　ミネラルウォーター(500ml)
　　お茶(ペットボトル 500ml)
　　コーヒー・紅茶
　　アイスコーヒー・アイスティ
　　持込料

■装花・設営
　【装　花】　　
　卓上花 
　料理元卓花  
　壺　花 
　プレゼント用花束
　    ※その他、各種装花も承ります。
　【設　営】　　
　金屏風（一双）
　演　台
　ポータブルステージ（一枚）
　※一枚のサイズ／120cm×240cm、H40cm
　パーテーション（一枚）
　式 次 第(1800×900)
　演題垂幕(600×1800)
　会場内吊横看板(600×3600) 
　　　　〃　　　(600×4500) 
　玄関立看板(900×1800)
　※看板は、その他のサイズも承ります。
■音響・照明・備品
　　マイク（有線）
　　ワイヤレスマイク 
　　ピンマイク
　　ホワイトボード
　　レーザーポインター
　　スクリーン（1800×1800）
　　スクリーン（3000×3000）
　　液晶プロジェクター
　　インターネット回線使用料
   　 Wi-Fi 使用料
　　録音料（２時間）

■記念写真
　　集合カラー写真
　　〈キャビネサイズ　120 ×165〉
　　※そのほか、詳細につきましてはスタッフにご確認ください。

■印刷・筆耕
　※各種印刷物及び筆耕承ります。

■演出
　グランドピアノ使用料
　ピアノ使用料（調律込）
　司会者（２時間）
　カラオケ
　ビンゴゲーム
　洋装レセプタント（２時間）
　和装レセプタント（２時間）
　◆その他、演出各種ご用意いたします。お気軽にご相談下さい。

●展示会につきましては、搬入・搬出時間は別途料金となります。
●会食付室料は宴会実施日のみの適用となります。
　　また、宴会人数が会議人数の70％未満の場合は適用外となります。
●表示料金は、消費税(10%)込みの料金となります。
●（）内の料金は消費税別の料金となります。
●表記料金は予告なく変更させて頂く場合がございますので
　　あらかじめご了承下さい。

会議・宴会に関するお問合せは【宴会予約】まで
　　　　　T E L　　（０７６）２６４-７８５８
　　　　　e-mail　saｌes@kkrhotelkanazawa.gr.jp

◆ご利用料金表◆　（令和4年4月～）

■ＫＫＲ会員（共済組合員　継続長期組合員）のお客様には、会費を頂いているため会議室料を20％引きとさせて頂きます。　　■早朝・夜間の室料として　≪　7:00～9:00→50％　18:00～22:00→20％　22:00～24:00→50％　≫　が、加算されます。

宴会場 会議室料 最大収容人員〔単位:人〕

収容人員〔単位:人〕

正餐 最大着席人数

料　金 収容人員および面積

145,200（132,000)

17,600（16,000)

5,500 (5,000) 3,300 (3,000)

72,600（66,000)

36,300（33,000）

18,700（17,000）

9,900（9,000)

39,600（36,000）

20,900（19,000）

9,900（9,000）

5,500（5,000)

726,000 (660,000)

363,000 (330,000)

165,000 (150,000)

77,000 (70,000)

鳳凰〔3F〕
大宴会場

〔3F〕
中宴会場

基本料金
(２時間)

追加料金
(1時間毎)

宴席を伴う会議室料
基本料金
(２時間)

追加料金
(1時間毎)

〔2F〕
小宴会場

全室

宴席料
立食 正餐 婚礼 坪

坪畳

面積

面積

スクールシアター

※土･日･祝日(終日)のお料理は
　　5,500円（込）～承ります
　　平日のお料理につきましてはご予算に応じて
　　承ります
　　お気軽にお問合せくださいませ

※小宴会場・白梅亭には備え付けの
　　音響設備はございません
　　ご希望によりポータブルマイク11,000円(税込)
　　にてご用意致します

※テーブル配置により各会場の収容人数は
　　変わることがございます

展示会
10時～18時

440
(400)

(円/人)

1/2　A・B

1/2　A・B
全室
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全室
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〔1F〕

和宴会場 個室貸切料〔単位：円〕
平日(終日）

〔2F〕

基本料金(２時間) 基本料金(２時間)追加料金(1時間毎) 追加料金(1時間毎)

5,500 (5,000)11,000 (10,000)
8,800 (8,000)
13,200 (１2,000) 6,600 (6,000)

4,400 (4,000)
10,560 (9,600) 5,280 (4,800)

 8,800 (8,000) 4,400 (4,000)
7,040 (6,400) 3,520 (3,200)

レストラン 基本料金(２時間) 追加料金(1時間毎) 正餐 最大着席人数 坪畳

土･日･祝日(終日)

5,500　円より

3,850　円より

2,200　円より
1,870　円より

1,100　円より
   550　円より
1,100　円より
1,100　円より
   550　円より

　800　円
　800　円
各500　円
　700　円
 3,580　円より
 3,350　円より
 1,850　円より

　280　円
　280　円
　550　円より
　580　円
　110　円より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  2,200　円より
  8,800　円より
11,000　円より
  4,400　円より

  5,500　円より
  1,100　円より
  1,100　円より

  1,100　円より
13,200　円より
  8,800　円より
27,500　円より
33,000　円より
16,500　円より

  2,200　円より
  2,750　円より
  2,750　円より
  2,200　円より
  1,100　円より
  5,500　円より
33,000　円より
18,700　円より
11,000　円より
  5,500　円
  3,300　円より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

1,320　円より

16,600　円
38,500　円
33,000　円より
16,500　円より
11,000　円より
17,600　円
22,000　円

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

80,300（73,000)

72,600（66,000) 39,600（36,000）

36,300（33,000） 18,700（17,000）

9,900（9,000)

※旧料金2022年3月31日まで



■お料理
　　正　餐
　　[和食は会席、洋食はコース料理でご用意いたします]
　　洋食パーティー料理
　　[大皿形式・ブッフェ形式等、いかようにも承ります]
　　※その他、和食・洋食とも、単品料理の追加や
　　　　　　　　　　　　　和洋折衷でのご用意も承ります。
　　洋食ランチ
　　和 弁 当
　　♦追加料理♦
　　寿司(３貫) 
　　そば(温又は冷)
　　お造り盛合せ
　　治部煮
　　ケーキ各種
 ■お飲物
　　日本酒(180ml)
　　ビール(500ml)
　　オレンジジュース・ウーロン茶 
　　ノンアルコールビール
　　焼酎
　　ワイン(赤・白) 
　　飲み放題
　　(ﾋﾞｰﾙ・焼酎・ｼﾞｭｰｽ・ｳｰﾛﾝ茶)
　　ミネラルウォーター(500ml)
　　お茶(ペットボトル 500ml)
　　コーヒー・紅茶
　　アイスコーヒー・アイスティ
　　持込料

■装花・設営
　【装　花】　　
　卓上花 
　料理元卓花  
　壺　花 
　プレゼント用花束
　    ※その他、各種装花も承ります。
　【設　営】　　
　金屏風（一双）
　演　台
　ポータブルステージ（一枚）
　※一枚のサイズ／120cm×240cm、H40cm
　パーテーション（一枚）
　式 次 第(1800×900)
　演題垂幕(600×1800)
　会場内吊横看板(600×3600) 
　　　　〃　　　(600×4500) 
　玄関立看板(900×1800)
　※看板は、その他のサイズも承ります。
■音響・照明・備品
　　マイク（有線）
　　ワイヤレスマイク 
　　ピンマイク
　　ホワイトボード
　　レーザーポインター
　　スクリーン（1800×1800）
　　スクリーン（3000×3000）
　　液晶プロジェクター
　　インターネット回線使用料
   　 Wi-Fi 使用料
　　録音料（２時間）

■記念写真
　　集合カラー写真
　　〈キャビネサイズ　120 ×165〉
　　※そのほか、詳細につきましてはスタッフにご確認ください。

■印刷・筆耕
　※各種印刷物及び筆耕承ります。

■演出
　グランドピアノ使用料
　ピアノ使用料（調律込）
　司会者（２時間）
　カラオケ
　ビンゴゲーム
　洋装レセプタント（２時間）
　和装レセプタント（２時間）
　◆その他、演出各種ご用意いたします。お気軽にご相談下さい。

●展示会につきましては、搬入・搬出時間は別途料金となります。
●会食付室料は宴会実施日のみの適用となります。
　　また、宴会人数が会議人数の70％未満の場合は適用外となります。
●表示料金は、消費税(10%)込みの料金となります。
●（）内の料金は消費税別の料金となります。
●表記料金は予告なく変更させて頂く場合がございますので
　　あらかじめご了承下さい。

会議・宴会に関するお問合せは【宴会予約】まで
　　　　　T E L　　（０７６）２６４-７８５８
　　　　　e-mail　saｌes@kkrhotelkanazawa.gr.jp

◆ご利用料金表◆　（令和2年1 2月～）

■ＫＫＲ会員（共済組合員　継続長期組合員）のお客様には、会費を頂いているため会議室料を20％引きとさせて頂きます。　　■早朝・夜間の室料として　≪　7:00～9:00→50％　18:00～22:00→20％　22:00～24:00→50％　≫　が、加算されます。

宴会場 会議室料 最大収容人員〔単位:人〕

収容人員〔単位:人〕
正餐 最大着席人数

料　金 収容人員および面積

132,000 (120,000)

66,000 (60,000)

33,000 (30,000)
14,300 (13,000)

5,500 (5,000) 3,300 (3,000)

66,000 (60,000)

33,000 (30,000)

16,500 (15,000)
7,700 (7,000)

72,600 (66,000)

36,300 (33,000)

18,700 (17,000)
7,700 (7,000)

36,300 (33,000)

18,700 (17,000)

8,800 (8,000)
4,400 (4,000)

726,000 (660,000)

363,000 (330,000)

165,000 (150,000)
77,000 (70,000)

鳳凰〔3F〕
大宴会場

〔3F〕
中宴会場

基本料金
(２時間)

追加料金
(1時間毎)

宴席を伴う会議室料
基本料金
(２時間)

追加料金
(1時間毎)

〔2F〕
小宴会場

全室

宴席料
立食 正餐 婚礼 坪

坪畳

面積

面積

スクールシアター

※土･日･祝日(終日)のお料理は
　　5,500円（込）～承ります
　　平日のお料理につきましてはご予算に応じて
　　承ります
　　お気軽にお問合せくださいませ

※小宴会場・白梅亭には備え付けの
　　音響設備はございません
　　ご希望によりポータブルマイク11,000円(税込)
　　にてご用意致します

※テーブル配置により各会場の収容人数は
　　変わることがございます

展示会
10時～18時

440
(400)

(円/人)

1/2　A・B

1/2　A・B
全室

1/2　西・東
全室

全室

鳳凰
孔雀

白梅亭
紅梅亭

アイビス(個室)

にしき・いずみ・やよい

300 200 300 500400
132 100 150 300180
132 80 150 300150
60 40

―

14

60 10060
27 27 50

460
225
225
110
50

140
68
68
33
1530

48
24
18

48
24
20

24
12
10

618 19㎡

64
32
36

〔1F〕

和宴会場 個室貸切料〔単位：円〕
平日(終日）

〔2F〕

基本料金(２時間) 基本料金(２時間)追加料金(1時間毎) 追加料金(1時間毎)

5,500 (5,000)11,000 (10,000)
8,800 (8,000)
13,200 (１2,000) 6,600 (6,000)

4,400 (4,000)
10,560 (9,600) 5,280 (4,800)

 8,800 (8,000) 4,400 (4,000)
7,040 (6,400) 3,520 (3,200)

レストラン 基本料金(２時間) 追加料金(1時間毎) 正餐 最大着席人数 坪畳

土･日･祝日(終日)

5,500　円より

3,850　円より

2,200　円より
1,870　円より

1,100　円より
   550　円より
1,100　円より
1,100　円より
   550　円より

　800　円
　800　円
各500　円
　700　円
 3,580　円より
 3,350　円より
 1,850　円より

　280　円
　280　円
　500　円より
　550　円
　110　円より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  2,200　円より
  8,800　円より
11,000　円より
  4,400　円より

  5,500　円より
  1,100　円より
  1,100　円より

  1,100　円より
13,200　円より
  8,800　円より
27,500　円より
33,000　円より
16,500　円より

  2,200　円より
  2,750　円より
  2,750　円より
  2,200　円より
  1,100　円より
  5,500　円より
33,000　円より
18,700　円より
11,000　円より
  5,500　円
  3,300　円より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

1,320　円より

16,600　円
38,500　円
33,000　円より
16,500　円より
11,000　円より
17,600　円
22,000　円

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・


