
リバーサイドホテル松栄 料金一覧表 【 会場使用料金 】松 栄 第 二 別 館 更新日：2020年6月1日

■ 御 案 内 ■

■ リバーサイドホテル松栄 ■

１．洋宴会場 ＜２階／約270㎡＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
シアター スクール 円 卓 イス･テーブル席 ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜60名 〜60名 〜60名 〜60名 〜60名 33,000円 48,400円 36,300円 88,000円 132,000円 5,500円
61〜130名 61〜130名 61〜100名 61〜130名 61〜90名 39,600円 58,080円 43,560円 105,600円 158,400円 6,600円
131〜160名 131〜156名 75,900円 95,920円 80,190円 147,400円 204,600円 7,150円
161〜190名 106,700円 128,260円 111,320円 183,700円 245,300円 7,700円
190〜220名 137,500円 160,600円 142,450円 220,000円 286,000円 8,250円

２．鶴 の 間 ＜和宴会場／３階／約150畳（約274㎡）＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 イス･テーブル席 シアター スクール ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜50名 〜50名 〜50名 〜50名 〜50名 49,500円 72,600円 54,450円 132,000円 198,000円 8,250円
51〜100名 51〜100名 51〜100名 51〜90名 51〜64名 59,400円 87,120円 65,340円 158,400円 237,600円 9,900円
101〜150名 101〜128名 101〜110名 64,350円 94,380円 70,785円 171,600円 257,400円 10,725円
151〜200名 69,300円 101,640円 76,230円 184,800円 277,200円 11,550円
201〜250名 74,250円 108,900円 81,675円 198,000円 297,000円 12,375円

３．⻲ の 間 ＜和宴会場／３階／約64畳（約117㎡）＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 イス･テーブル席 シアター スクール ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜50名 〜50名 〜50名 〜48名 〜36名 23,100円 33,880円 25,410円 61,600円 92,400円 3,850円
51〜90名 51〜56名 51〜80名 27,720円 40,656円 30,492円 73,920円 110,880円 4,620円

４．松 の 間 ＜和宴会場／４階／約26畳（約47㎡）／トイレ付＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 イス･テーブル席 シアター スクール ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜30名 〜20名 〜24名 〜16名 〜20名 13,200円 19,360円 14,520円 35,200円 52,800円 2,200円

５．竹 の 間 ＜和宴会場／３階／約21畳（約38㎡）＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 イス･テーブル席 シアター スクール ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜32名 〜32名 〜21名 〜18名 〜20名 13,200円 19,360円 14,520円 35,200円 52,800円 2,200円

６．和室２０畳 ＜４階／バス・トイレ付＞

設営形式 ／ 収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 イス･テーブル席 シアター スクール ロの字 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜12名 〜12名 〜15名 〜12名 〜12名 16,500円 24,200円 18,150円 44,000円 66,000円 2,750円

(A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間
6,600円 9,680円 7,260円 17,600円 26,400円 1,100円

７．控 室
・客室を控室として提供致します。

１．本紙の表示金額には消費税10％を含んでおります。
２．原則として下表(A)から(E)までの時間枠毎に提供致します。
３．駐車料金は無料です。駐車場が敷地外複数に分かれており、

駐車台数に限りがございます。事前にご相談下さいませ。
４．照明・音響等、既設設備以外をご使用なさる際には別途料金

を申し受ける場合がございます。

５．各種割引
・準備日（17時以降）…………………… ５０％割引
・撤去日（12時まで）…………………… ５０％割引
・１泊２食付の宿泊を伴う場合 ……… ２０％割引
・3,300円以上の御食事を伴う場合 …… １０％割引

※御食事会場自体の使用料金は原則無料です。
★上記以外にも割引制度がございます。

お気軽にご相談下さいませ★
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■ 松栄第二別館 ■

収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
イス･テーブル席 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜60名 23,100円 33,800円 25,410円 61,600円 92,400円 3,850円
61〜72名 27,720円 40,656円 30,492円 73,920円 110,880円 4,620円

収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜50名 33,000円 48,400円 36,300円 88,000円 132,000円 5,500円
51〜96名 39,600円 58,080円 43,560円 105,600円 158,400円 6,600円

収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜40名 23,100円 33,800円 25,410円 61,600円 92,400円 3,850円

収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜30名 13,200円 19,360円 14,520円 35,200円 52,800円 2,200円

収容⼈数 (A) 午前 (B) 午後 (C) 夜間 (D) 昼間 (E) 全日 延⻑料金
座 敷 席 9〜12時 13〜17時 18〜21時 9〜17時 9〜21時 30分間

〜24名 13,200円 19,360円 14,520円 35,200円 52,800円 2,200円

■ オプション料金（税込）・キャンセル料金 ■

＜ 備 品 類 ＞ ＜ 飲 食 物 ＞
●演台・司会台 無料 ●お茶・お水セルフコーナー ・50名まで 無料
●Wi-Fi利用（台数制限有） 無料 ・51〜100名 1,000円
●ワイヤレスマイクセット（マイク２本付） 2,000円 ・101〜250名 2,000円
●ホワイトボード 2,000円 ●お茶（温・冷）御席へ提供 100円
●スクリーン 2,000円 ●お茶500mlペット・グラス 200円
●プロジェクター［外注］ 14,000円〜 ●お水500mlペット・グラス 150円
●テレビ 2,000円 ●ホットコーヒー／紅茶 450円
●DVDプレーヤー 2,000円 ●アイスコーヒー 500円
●通信カラオケ（２時間） 14,000円 ●その他ソフトドリンク 350円〜
●卓上花 3,000円〜 ●昼 食（15名様より） 1,650円〜

＜ 表 示 物 ＞
●横断幕・垂れ幕［外注］ 応相談
●立看板［外注］ 応相談 ＜ キャンセル料率（会場使用料）＞
●席 札（名刺サイズ） 100円 予約成立後、お客様のご都合で会場使用を取消しされ
●垂れ札（Ａ４サイズ） 100円 る場合には、お日にち応じて下記の料率でキャンセル料

を申し受けます。なお、オプション等の使用料につきま
しては別途御案内致します。

●３０日前〜１５日前 使用料の３０％
＜ リバーサイドホテル松栄・洋宴会場のみ ＞ ●１４日前〜 ７日前 〃 ５０％
●有線マイク（２本） 無料 ● ６日前〜 ３日前 〃 ８０％
※マイク３本目以降は有料にて⼿配致します。 ● ２日前〜 当 日 〃 １００％

■ご予約・お問い合わせはこちらまで
＜予約センター＞ TEL 088-822-3231 ／ FAX 088-873-0171 ／ yoyaku@kochi-shoei.co.jp

■宿泊施設情報
＜リバーサイドホテル松栄＞ TEL 088-832-3211 ／ FAX 088-832-6575 ／ river@kochi-shoei.co.jp
＜松 栄 第 二 別 館＞ ※上記、予約センターと同じ

８．洋宴会場 ＜２階／約120㎡＞

９．千寿の間 ＜和宴会場／８階／約80畳＞

10．蓬莱の間 ＜和宴会場／７階／約42畳＞
ほうらい

11．松竹梅の間 ＜和宴会場／７階／約35畳＞

12．末広の間 ＜和宴会場／７階／約27畳＞
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和洋宴会場一覧表 リバーサイドホテル松栄 2020年6月1日現在

（１）洋宴会場 ２階／約270㎡

■ ステージ設置可能

【収容人数】

シアター：220名 スクール：156名 ロの字：90名

円卓：10台／100名 イス・テーブル：130名

（２）鶴 の 間 和宴会場／３階／約150畳／約274㎡

■ 舞台付き ■ 可動壁により広さ調整可能

【収容人数】

座敷席：250名 スクール：90名 ロの字：64名

イス・テーブル：128名 シアター：110名

（３）亀 の 間 和宴会場／３階／約64畳／約117㎡

■ 舞台付き ■ 可動壁により広さ調整可能

【収容人数】

座敷席：90名 スクール：48名 ロの字：36名

イス・テーブル：56名 シアター：80名

（４）松 の 間 和宴会場／４階／約26畳／約47㎡

■ トイレ付き

【収容人数】

座敷席：30名 スクール：16名 ロの字：20名

イス・テーブル：20名 シアター：24名

（５）竹 の 間 和宴会場／３階／約21畳／約38㎡

■ 洗面台付き

【収容人数】

座敷席：32名 スクール：18名 ロの字：20名

イス・テーブル：32名 シアター：21名

（６）和室20畳 ４階／約20畳／約36㎡

■ バス、トイレ、洗面台付き ■ 通常客室としても使用可能

【収容人数】

座敷席：12名 スクール：12名 ロの字：12名

イス・テーブル：12名 シアター：15名

Riverside Hotel Shoei ／ Shoei Daini Bekkan



和洋宴会場一覧表 松栄第二別館 2020年6月1日現在

（８）洋宴会場 ２階／約120㎡

【収容人数】

イス・テーブル：72名

（９）千寿の間 和宴会場／８階／約80畳／約146㎡

■ 舞台付き

【収容人数】 座敷席：96名

ほうらい

（10）蓬莱の間 和宴会場／７階／約42畳／約77㎡

■ 舞台付き

【収容人数】 座敷席：40名

（11）松竹梅の間 和宴会場／７階／約35畳／約64㎡

■ 洗面台付き

【収容人数】 座敷席：30名

（12）末広の間 和宴会場／７階／約27畳／約49㎡

■ バス・トイレ付き ■ 通常客室としても使用可能

【収容人数】 座敷席：24名

Riverside Hotel Shoei ／ Shoei Daini Bekkan

各館駐車場を完備しております

■ リバーサイドホテル松栄

〒780-8012 高知県高知市天神町8-1

TEL 088-832-3211 ／ FAX 088-832-6575

■松栄第二別館

〒780-0864 高知県高知市唐人町3-12

TEL 088-822-3231 ／ FAX 088-873-0171

■松栄グループ 予約センター
TEL 088-822-3231 ／ FAX 088-873-0171

Email : yoyaku@kochi-shoei.co.jp


