
【 料　理 】 【 備　品 】

オンテーブル料理 ……………… 3,795 円より ピアノ …………………………… 16,500 円

　　（10名様以上） ピアノ調律料 …………………… 16,500 円

ブュッフェ料理 ………………… 3,795 円より テーブルクロス ………………… 550 円より

　　（50名様以上） ホワイトボード ………………… 1,100 円

フランス料理フルコース ……… 6,325 円より カラオケ ………………………… 5,500 円

フランス料理ランチ …………… 3,795 円より 吊看板 …………………………… 11,000 円より

　　（10名様以上） 立看板 …………………………… 11,000 円より

和会席料理 ……………………… 5,060 円より 演　題 …………………………… 5,500 円より

和欧風会席料理 ………………… 5,060 円より 式次第 …………………………… 5,500 円より

松花堂弁当 ……………………… 3,795 円より 席　札 …………………………… 110 円より

幕の内弁当 ……………………… 1,898 円より スクリーン（100インチ）……… 5,500 円

ケーキ …………………………… 443 円より スクリーン（200インチ）……… 22,000 円

プロジェクター ………………… 11,000 円

ＤＶＤビデオデッキ …………… 3,300 円

会場料 【 その他料理 】 卓上生花 ………………………… 1,100 円より

㎡ 坪 着席 立席 １時間 そば ……………………… 一椀 443 円より 壺生花 …………………………… 11,000 円より

はまゆう 56 17 30 40 12,650 おでん …………………… 一皿 443 円より スタンド生花 …………………… 16,500 円より

ぼ た ん 40 12 20 30 10,120 ぞうすい ………………… 一椀 443 円より

あ や め 28 8 13 20 7,590 にぎり寿司 ………  一皿(3貫) 759 円より

特 別 室 28 8 8 12,650 天ぷら …………………… 一皿 759 円より 【 催物等 】

エメラルド 1/3 129 39 70 100 25,300 ステーキ ………………… 一皿 1,265 円より 司会者 …………………………… 33,000 円より

エメラルド 2/3 327 99 150 200 56,925 鍋 ………………………  1人前 1,265 円より コンパニオン …………………… 8,800 円より

エメラルド全室 531 161 350 500 75,900 集合写真撮影 …………… 一枚 1,100 円より

ダイヤモンド 215 65 120 150 50,600 　　（30名様以上） ○記念品、贈答品等もご予算に合わせご用意いたしま

ル ビ ー 206 62 120 150 44,275 【 飲　料 】

フリードリンク …………………… 2,277 円

【 出張パーティー 】

会場設営費 ……………………… 55,000 円より

ビール（500ml） ………………… 759 円

日本酒（180ml） ………………… 696 円

冷酒（180ml） 696 円

焼　酎（900mlボトル）………… 3,415 円より

      （グラス） ……………… 379 円

ウイスキー（600mlボトル）…… 7,590 円より

          （グラス） ………… 633 円

ワイン（750mlボトル）………… 3,795 円より

      （グラス） ……………… 633 円 　　◆ 会場、料理、飲料料金に関しましては15％のサービス料を含まさせて頂いております。

スパークリングワイン（750ml） 3,416 円より

酎ハイ・カクテル ……………… 569 円 　　◆ 本料金表は、すべて税込の価格になります。

ジュース ………………………… 316 円

ウーロン茶 ……………………… 316 円

コーヒー ／ 紅茶 ……………… 506 円

ノンアルコールビール ………… 696 円

※ この料金表は令和3年4月1日現在の料金でございます。

　※冷酒・ボトルワイン・スパークリングワイン

○準備のための、前１時間は無料といたします。

　１時間を超える準備、後片付けについては室料の半額をご請

　求させていただきます。

○料理単価3,000円以上で、10名様以上のご利用の場合、会場

　料は２時間まで無料といたします。

○会場のご使用時間は原則10:00～22:00までといたします。

　　　（オーダーストップ 　14:00）

　ディナータイム　　17:00～21:30

　　　（オーダーストップ 　19:30）

ゆったりとした喫茶コーナーをご利用下さい。

「ティーラウンジパレス」ご案内

各種会合の合間や、お待ち合わせの場に最適。

※ 収容人数は会場設営方法により変動します。
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　営業時間　　　　　10:30～18:00

　　　（オーダーストップ 　17:30）

　すので、ご気軽にスタッフにご相談下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　は対象外です。

フランス料理「モン・レーブ」ご案内

旬の素材にこだわった本格フレンチレストランです。

お気軽にご利用下さい。
　ショッピングセンターシーモール下関に隣接する

コミュニティ施設、それがシーモールパレスです。

結婚式をはじめ、各種宴会・祝賀会・講演会・同窓

会など、楽しい集いにご利用いただけます。

どうぞごゆっくりお楽しみ下さいませ。
　℡ 083-232-4867

　ランチタイム　　　11:30～15:00

料理・飲料 料金表 備品・演出等 料金表シーモールパレスご案内

会　場　名
収容人数面 積

会場 料金表


