
同窓会サポートブック 2014年7月号

全国の同窓
会オススメ

会場特集

同窓会にふ
さわしいホテ

ル・レストラ
ン、約120

会場厳選！

15の同窓会
当日オプション
もご紹介 !



同窓会のプロ集団笑屋が、同窓会会場に適した全国約120会場を紹介します。

同窓会をご検討中の方は、是非ご覧下さい。

大人
のタイムスリップは、素敵な会場

で。

駅からの
アクセスが良い

1
立食形式で
開催できる

2
人数の増減に
柔軟に対応
してくれる

3
柱がなく、
正方形に近い
一体感が出せる

会場

4

窓が多く、
天井が高い
開放感のある

会場

5
料理は量より
質を、飲物は
バリエーションが

重要

6
ステージ・

プロジェクターなど
設備が充実
している

7

ホテルを中心に、アクセスが良くサービスの充実した会場をご提案します。

母校での開催などもお気軽にご相談ください。

全国どこでもご希望の会場で、開催をサポートします。

この冊子に掲載していない会場でも開催が可能となっております。

あなたにピッタリの会場をご提案します。

同窓会会場選びのポイント　ヶ条�
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シャンデリアが灯る
オシャレな雰囲気の中で素敵な同窓会を。

利用人数：～200名( 着席 )

交通：
018-888-2210

住所：
秋田駅より車で１０分
秋田県秋田市大町4-3-1

スタイリッシュ プロジェクター開放感○ イタリアン

Tel

 ¥利用予算  5,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

仙台駅東口から徒歩3分、
くつろぎな空間とサービスでお迎えいたします。

利用人数：着席10～160名　立食20～200名

交通：
022-299-6211

住所：
仙台駅東口より徒歩3分
仙台市宮城野区榴岡四丁目1番5号

ステージ プロジェクターアットホーム 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

利用人数：～200名

交通：
022-225-5201

住所：

仙台駅より徒歩15分、匂当台公園駅より
徒歩７分
仙台市青葉区錦町1-8-17

座敷あり 送迎バス一体感○ アットホーム

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

落ち着いた雰囲気の部屋で、
ご友人との大切なひとときを...

盛岡駅直結、徒歩1分の好立地。
品格と利便性を兼ね備えた宴会場。

利用人数：着席300名　立食600名まで

交通：
019-625-1211

住所：
盛岡駅より徒歩１分
岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

南フランスのようなおおらかな空位に
満ちている快適空間は同窓会に最適。

利用人数：～200名

交通：
019-651-5050

住所：
盛岡駅から車で6分

岩手県盛岡市大通２丁目４－２２

プロジェクター 一体感◯スタイリッシュ 金額交渉○

Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

きめ細かいサービスと、真心を込めた料理で、
おもてなしさせていただきます。

座敷あり クロークゴージャス 一体感○

利用人数：～500名

交通：
019-625-2131

住所：
盛岡駅から徒歩５分
岩手県盛岡市大通り3丁目3－18 住所：岩手県盛岡市大通２丁目４－２２ 

サンライズタウン(日活ビル )4F

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ブライダルでも使われる、ラグジュアリーな
会場で特別な時間をお過ごし下さい。

利用人数：～500名

交通：
017-775-1151

住所：
青森駅から車で５分
青森県青森市本町5-5-4

一体感○ 座敷ありゴージャス 駅近

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

クラビーテイストを大切にした空間とおもてなし。

利用人数：～200名

交通：
011-242-1111

住所：
札幌駅から車で５分
北海道札幌市中央区北２条東３丁目

一体感○ プロジェクタースタイリッシュ 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

秋田市
RISTRANTE&BAR
La Cor te仙台ガーデンパレス仙台市

KKRホテル仙台仙台市盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡

盛岡市 Neuf du papeホテル東日本盛岡盛岡市

ホテルクラウンパレス青森青森市GUEST HOUSE BARLEY札幌・苫小牧・
道央

北海道Hokkaido 青森県Aomori

岩手県Iwate 秋田県Akita

宮城県Miyagi

北
海
道
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東
北
　
　
北
海
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北
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東
北
　
　
北
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道
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美味しいお料理と笑顔のサービスで
お迎えさせて頂きます。

利用人数：～500名

交通：
024-533-1171

住所：
福島駅西口から徒歩２分
福島市太田町13-57

プロジェクター ステージクローク スタイリッシュ

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

創作中華料理を得意とする当ホテルの料理長が、四
季折々 の食材を厳選し、心をこめたお料理をご用意し
て、スタッフ一同笑顔でお客様をお迎えいたします。

利用人数：～200名

交通：
023-635-1111

住所：
山形駅より徒歩３分
山形市香澄町1-10-1

座敷あり 中華料理ステージ 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

山形市 福島市 福島グリーンパレスホテルサンルート山形

山形県Yamagata 福島県Fukushima
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浦和駅徒歩３分。ホテルならではの
雰囲気と設備で、安心で楽しい同窓会を！

利用人数：～250名

交通：
048-825-4001

住所：
浦和駅西口より徒歩３分
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-19

プロジェクター ステージスタイリッシュ 駅近

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

南越谷駅から徒歩２分。
気分に合わせて様 な々席をご用意致します。

利用人数：～100名

交通：
048-989-7008

住所：
南越谷駅より徒歩２分
埼玉県越谷市南越谷4-8-3　
アルファービル１F

プロジェクター ドリンクスピード◎スタイリッシュ 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ゆっくりくつろげる空間とホテル自慢の
お料理でおもてなし致します。

利用人数：～300名

交通：
0276-49-2111

住所：
太田駅南口より徒歩５分
群馬県太田市飯田町1267

プロジェクター クロークスタイリッシュ 駅近

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

利用人数：～100名

交通：
0284-22-2202

住所：
足利駅より徒歩10分
栃木県足利市通３丁目2776-1 
足利中央ビル

アットホーム プロジェクター

Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

イタリア・フランスを中心としたお料理とお酒が
楽しめる大人の空間。

ホテルオークラ伝統の料理とサービスで
心からおもてなしいたします。

利用人数：～800名

交通：
029-853-8112

住所：
TXつくば駅、つくばセンターから徒歩２分
茨城県つくば市吾妻１丁目1364-1

一体感○ ドリンクスピード◎プロジェクター 一体感◯ゴージャス 駅近

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

つくば・土浦・
守谷 浦和ワシントンホテルさいたま・

春日部・越谷

Kevin's Barさいたま・
春日部・越谷太田ナウリゾートホテル太田・桐生・

館林

群馬県Gunma

ガレリア・スカーラ佐野・栃木

茨城県Ibaraki 栃木県Tochigi

オークラフロンティアホテル
つくば

埼玉県Saitama

利用人数：～70名

交通：
047-381-6009

住所：
京葉線 新浦安駅より車で７分
千葉県浦安市明海6-1-10

フレンチ プロジェクタースタイリッシュ イタリアン

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

落ち着いた大人な空間で、旧友との再会。

MUSEO(ムゼオ)浦安・舞浜

千葉県Chiba

JR大宮駅直結のJACK大宮最上級。大宮随
一の眺望がお客様をお迎えいたします。

利用人数：立食～200名まで

交通：
048-647-0080

住所：
ＪＲ大宮駅 徒歩5分
埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2大
宮情報文化センター(JACK 大宮）18階

中華ドリンクスピード◎ ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

東天紅JACK 大宮店さいたま・
春日部・越谷

大宮駅徒歩3分。完全貸切3.5hで最大120名
収容。充実した設備と広々 とした空間で旧友との
楽しいひと時をお過ごしください。

利用人数：立食～120名まで 

交通：
070-6405-6393

住所：
JR大宮駅 徒歩3分
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-40 三益ビル2階

料理 クローク駅近 アットホーム

Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

Party space Leger
（パーティー スペース レジェ）

さいたま・
春日部・越谷
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帝国ホテルグループが手がける
新感覚首都圏近郊型ホテルで同窓会を。

利用人数：～300名

交通：
04-7146-1111

住所：

JR常磐線・東京メトロ千代田線・東武野田線
「柏駅 西口」徒歩2分
千葉県柏市末広町14-1

クローク 座敷ありゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算  8,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

「大切なひととき」を「最高のおもてなし」で
お待ち申し上げております。

利用人数：～2200名

交通：
043-296-1112

住所：
JR 京葉線 ｢海浜幕張｣ 駅より徒歩5分
千葉県千葉市美浜区ひび野2-3

開放感○ 一体感○ゴージャス 景色◯

Tel

 ¥利用予算  8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

和やかな集いのひとときを。

利用人数：～450名

交通：
047-435-2211

住所：
JR西船橋駅南口前　徒歩2分
千葉県船橋市葛飾町2-345

プロジェクター ドリンクスピード◎一体感○ アットホーム

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

クレストホテル柏柏・松戸・野田

東京ベイ幕張幕張・千葉・
船橋フローラ西船幕張・千葉・

船橋

千葉県Chiba

利用人数：

交通：
03-5220-0440

住所：
地下鉄丸ノ内線東京駅より徒歩2分
東京都千代田区丸の内2-2-3 
丸の内仲通りビル1F

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

着席60名　立食90名まで

プロジェクター開放感○一体感◯スタイリッシュ

会えてもう一度、おいしく、楽しく、くつろげる。

CAFE GARB 丸の内東京駅・
皇居周辺

銀座駅徒歩１分の会場で、旧友との大切なひ
とときをお過ごしください。

利用人数：～150名

交通：
03-5568-8800

住所：
銀座駅徒歩１分
中央区銀座5丁目8-20 
銀座コアビル7階

プロジェクター ドリンクスピード◎スタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算  7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

クルーズクルーズ  
THE GINZA銀座

東京都Tokyo

千葉センシティタワー最上階の23F、22F。
どのお席からも眺望がお楽しみいただけます。

利用人数：立食～200名まで 

交通：
043-238-5555

住所：
ＪＲ千葉駅 徒歩1分
千葉市中央区新町1000番地センシティ
タワー22・23階

ドリンクスピード◎中華 ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

CHIBA SKY WINDOWS 
東天紅　　

幕張・千葉・
船橋

こだわりぬいた店舗とフレアバーテンディング
は最高のひとときを演出いたします。

利用人数：～150名

交通：
043-309-5220

住所：
葭川公園駅　徒歩１分
千葉県千葉市中央区中央2-3-16　
千葉センタースクエアビル　B１

ドリンクスピード◎ パフォーマンス◯アットホーム プロジェクター

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

B24幕張・千葉・
船橋

開放感溢れるガーデンプールサイドや人数に応じ
た各宴会場で、旧友とのパーティはいかがですか。

利用人数：～1400名

交通：
047-355-5000

住所：
ベイサイド・ステーション駅から徒歩で８分
千葉県浦安市舞浜1-8

開放感○ クロークゴージャス 景色○

Tel

 ¥利用予算 8,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ヒルトン東京ベイ浦安・舞浜
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 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

東京都  表参道Tokyo

表参道駅から徒歩5分の好立地で少人数のご会合から

300名様を超える立食パーティまで。

アイビーホール青学会館はお客様の多種多様なニーズに合う

会場をご用意しております。

アイビーホール

表参道、青山エリアという都心の好立地にあ 
りながらも、幅広く多くの方にご利用いただき 
たいという私どもの思いから、会場ご利用料 
をお手頃価格に設定しております。是非他の 
会場料金と比べてみて下さい。

上質多機能空間を
お手頃価格で

当初「青学会館」の名称で皆様にご愛顧頂い 
ていた経緯もあってか、青山学院関係者でな 
ければご利用いただけないというイメージを 
お持ちの方も多くいらっしゃるようです。しかし、
そのようなことは全くございません。私どもは、
どなたでもご利用頂ける会館でございます。 
皆様気兼ねなくご利用下さい。

気軽に立ち寄っていただける
会館を目指して

表参道駅から徒歩5分という好立地。 
都内はもちろん、遠方からお集まりいただくご 
会合の場としてもお選びいただいておりま
す。 表参道の静かで落ち着いた雰囲気の中
に佇む当ホール、会議に専念していただく場と
しても最適です。

好立地

会議中のお弁当や軽食をはじめ、茶話会の 
デザート、立食形式のブッフェ、コース料理 
等 、々豊富なバリエーションを取り揃えており 
ます。当ホール専属のシェフが腕を振るう、洗 
練されたお料理の数 を々是非ご賞味下さい。

一流の専属シェフによる
本格メニュー

高い天井にきらめくシャンデリアの灯り、白い壁、そして本格的なアン
ティークの数々が皆様に非日常の時間を提供致します。直接海外か
ら取り寄せた祭壇が厳かな空気感を漂わせ、同窓会の格を確かな
ものに。重厚なソファにゆったり腰をかけシャンパングラスを傾け
る...そんな贅沢さが評判です。大人数のゲスト対応可能な広々店内
で、想い出に残るパーティーを。プロのスタッフがご相談に応じます。

会場の方から一言

フレンチ、イタリアンをベースにした
カジュアルレストラン
★一次会会場直結でアクセス抜群!!★

 ¥利用予算 3,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

二次会はこちらで

フィリア

※2次回としての利用時の価格です。

同窓会風景

利用人数：～230名
（税込）

交通：
03-3409-8181

住所：
表参道駅から徒歩５分
東京都渋谷区渋谷4-4-25

座敷あり プロジェクタースタイリッシュ 一体感○

Tel

利用予算

（税込）
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東京都Tokyo

"アロハテーブル"と"グッデイズ・マラサダ"がオープン。
渋谷の真ん中にありながら、大人がくつろげる
ダイニング。

開放的な店内は最大120名様まで収容可能。
銀座ならではのサービスでおもてなし致します。

利用人数： 利用人数：利用人数： 立食～80名まで 立食～140名まで 立食～120名まで 

交通： 交通：交通：
03-6416-5432 03-5784-445503-5524-3991

住所： 住所：住所：
中目黒駅 徒歩3分 JR 渋谷 徒歩3分地下鉄日比谷線銀座駅 徒歩4分
〒153-0051東京都目黒区上目黒1-7-8 東京都渋谷区神南1-20-5　Navi Shibuya 

9F
東京都中央区銀座2-4-6　
銀座 Velvia 館　B1F

ドリンクスピード◎ ドリンクスピード◎スタイリッシュ 料理 料理開放感○ 一体感○ 一体感○クローク 開放感○ 開放感○料理

Tel TelTel

 ¥利用予算 5,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み  ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行

手数料込み ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

A L O H A  T A B L E 　
nakameguro 神南軒（ジンナンケン）BAGUS PLACE

―バグースプレイス― 銀座
品川・目黒・
世田谷

品川・目黒・
世田谷

銀座

利用人数：着席80名、立食20名～150名

交通：
03-3458-6807

住所：
品川駅 港南口 徒歩8分
東京都港区港南１－８－１５ Wビル2F

クローク アットホーム

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

トゥリパーノ品川・目黒・
世田谷

様 な々用途に対応できる万能型の会場です！
最大150名様を収容できる、大型イタリアン！

貸切は最大150名様までOKです。
同窓会のみならず、会社の懇親会、街コン、大学サークルOB
会、ウエディング2次会まで幅広いシーンでご利用頂いており
ます。

利用人数：立食～60名まで 

交通：
03-5537-5222
地下鉄 銀座駅 徒歩4分

住所：東京都中央区銀座7-108 銀座コリドー街

ドリンクスピード◎ 料理一体感○ 開放感○

Tel

 ¥利用予算  5,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

銀座コリドーの真ん中で味わうハワイの風。

銀座
ALOHA TABLE 
銀座コリドー

解放感あふれる空間で特別な人との再会の
ひとときをシェフが振る舞うセレスティンオリジナル
メニューの数々 とともにお楽しみください。

利用人数：立食～80名まで 

交通：
03-5411-4111

住所：
芝公園駅 A2出口より徒歩1分
東京都港区芝3-23-1

ドリンクスピード◎ 開放感○クローク ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

セレスティンホテル 
レストラン「グラン・クロス」　

品川・目黒・
世田谷

利用人数：着席70名、立食80名

交通：
03-3538-6966

住所：

地下鉄銀座線・丸の内線銀座駅C8出口 
徒歩1分、JR 有楽町駅 徒歩5分
東京都中央区銀座3-3-11 稲垣ビル5F

プロジェクター 一体感◯アットホーム クローク

Tel

 ¥利用予算  6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

懐かしい友人との同窓会に、大好きな方との語らい
に・・・サプライズパーティーは私たちにお任せください!

銀座 日比谷Bar 銀座8号店
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交通：
住所：

代官山駅より徒歩１分
東京都渋谷区恵比寿西1-34-17
Za HOUSEビル

代官山から徒歩1分という好立地。天井高く開
放的なお洒落な会場。大人数も収容可能だ
からたくさんの人たちをおもてなせる。

利用人数：立食～200名　着席～180名

クローク一体感◯ スタイリッシュ プロジェクター

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

 03-5414-5033

品川 J-SQUARE

利用人数：立食～150名、着席～80名

交通：
住所：

ＪＲ品川駅 港南口 徒歩2分
vJOYSOUND 品川港南口店2F

プロジェクター クローク

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

品川駅徒歩2分。100名着席の贅沢空間を独
占貸切！白を基調とした空間に大型プロジェク
ター・充実した照明設備。カラオケマシン付

天井が高く開放感たっぷり。
恵比寿の夜景とガーデンプレイスが一望。

利用人数：立食～170名、着席～80名

交通：
住所：

恵比寿駅より徒歩2分
渋谷区恵比寿南1-24-2 
EBISU FORT 4F

一体感◯ アットホーム

スタイリッシュ

ドリンクスピード◎

一体感◯

スタイリッシュ プロジェクター 駅近

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

LIVING ROOM恵比寿

利用人数：立食～80名、着席～70名

交通：

住所：

東京メトロ銀座線 京橋駅 ７番出口より
徒歩2分
東京都中央区京橋1-4-11 竹本ビル1F

 ¥利用予算  6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

料理◎

土日は静かな街並みにたたずむ
贅沢空間を貸切に。

La‐Spazio銀座THE ROOM DAIKANYAMA代官山

世界的に有名な建築家アルド・ロッシ氏が手
がけたアートに満ちた邸宅は、CMや雑誌の撮
影にも使われるスタイリッシュな空間。

利用人数：立食～160名、着席～80名

交通：

住所：

地下鉄 表参道駅 徒歩7分
地下鉄銀座線 外苑前駅 徒歩7分
東京都港区南青山4-11-1

プロジェクタースタイリッシュ クローク

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

青山 J's Par ty House

原宿

利用人数：立食～150名、着席～80名

交通：

住所：

JR 原宿駅表参道口より徒歩１分
東京メトロ明治神宮前駅より徒歩30秒
東京都渋谷区神宮前1-14-21-1F

クローク ドリンクスピード◎

一体感◯

プロジェクター アットホーム

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

原宿駅・明治神宮前駅から徒歩1分！
お洒落な雰囲気の一軒家！！

Cafe Ratia

東京都Tokyo
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音響や照明などの設備が充実している
スタイリッシュな会場です。

利用人数：～150名

交通：
03-5466-1140

住所：

JR山手線・東京メトロ日比谷線恵比寿
駅より徒歩２分
東京都渋谷区東3-24-7

ドリンクスピード◎ プロジェクタースタイリッシュ ステージ

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

恵比寿EASTGALLERY恵比寿・
代官山・白金

東京都Tokyo

輝くシャンデリアをはじめとした、贅沢なインテリ
アが印象的なフロア。ワンランク上の同窓会を
かなえてください。 

利用人数：～150名

交通：
03-5466-1140

住所：

JR山手線・東京メトロ日比谷線恵比寿
駅より徒歩２分
東京都渋谷区東3-24-7

イタリアン ドリンクスピード◎ゴージャス プロジェクター

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

恵比寿・
代官山・白金 恵比寿 Ambassadeurs

利用人数：立食50名～500名　着席～300名

交通：
03-5287-2426

住所：

丸の内線・都営新宿線 / 新宿三丁目駅：
徒歩5分、JR 新宿駅：徒歩10分
東京都新宿区新宿5-17-13 オリエンタ
ルウェーブ8・9F

クローク プロジェクタースタイリッシュ 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

中世ヨーロッパの教会がコンセプトのゴージャスな
空間でパーティを。各種演出も承ります！

キリストンカフェ東京新宿・中野・
杉並

高い天井にきらめくシャンデリアの灯り、白い壁、そして本格的なア
ンティークの数々が皆様に非日常の時間を提供致します。直接海外
から取り寄せた祭壇が厳かな空気感を漂わせ、同窓会の格を確か
なものに。重厚なソファにゆったり腰をかけシャンパングラスを傾け
る…そんな贅沢さが評判です。大人数のゲスト対応可能な広々店
内で、想い出に残るパーティーを。プロのスタッフがご相談に応じます。

利用人数：～200名

交通：
03-5485-3900

住所：

東京メトロ 丸の内線・副都心線・都営新宿
線 新宿三丁目駅より徒歩1分（E4出口直結）
東京都新宿区新宿3-5-4　レインボー
ビレッジ8・9F

開放感○ 一体感○スタイリッシュ 駅直結

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

最先端都市、新宿のにぎわいの真ん中で、幻想
的なプレミアムダイニングとともに極上のひとときを。

新宿・中野・
杉並 クルーズ・クルーズ新宿

新宿駅西口･新宿センタービル53Fからの抜群の眺望を、
ゆったりとしたダイニングと個室､宴会場でお楽しみください。

利用人数：立食～80名まで 

交通：
03-3344-5011

住所：
ＪＲ新宿駅 徒歩3分
東京都新宿区西新宿1-25-1新宿セン
タービル53階

ドリンクスピード◎中華 ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

東天紅 新宿店新宿・中野・
杉並

南国高級リゾート地の夕暮れを想わせる、
自然の心地よさに満たされた隠れ家的プレイス。

利用人数：～150名

交通：
03-5466-1140

住所：

JR山手線・東京メトロ日比谷線恵比寿
駅より徒歩２分
東京都渋谷区東3-24-7

景色○ ドリンクスピード◎ゴージャス 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

恵比寿 
TOMMY GARDEN

恵比寿・
代官山・白金

和の伝統・技術を随所に散りばめた
他店では巡り合えない「一期一会」の和食料理。

利用人数：着席2～70名　立食20～100名

交通：
03-5485-1234

住所：
地下鉄表参道駅 B2出口 徒歩2分
東京都渋谷区神宮前5-51-8 
ラ・ポルト青山4F

プロジェクター 和食スタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算  7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

青山 星のなる木青山・表参道・
渋谷
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東京都Tokyo

日本橋一丁目一番一号。

利用人数：立食～100名まで 

交通：
03-3516-3111

住所：
地下鉄日本橋駅　徒歩1分
東京都中央区日本橋1-1-1 国分ビル1F

ドリンクスピード◎ 料理一体感○ 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ニホンバシ　
イチノイチノイチ

文京・池袋・
練馬・板橋

アーティスティックな空間と音楽が彩る
ゆったりと流れる寛ぎの時間...

利用人数：～100名

交通：
03-3989-7535

住所：
池袋駅より徒歩８分
東京都豊島区東池袋3-1 
サンシャインシティ専門店街アルパB1

プロジェクター ドリンクスピード◎アットホーム 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

文京・池袋・
練馬・板橋 CAFE NOISE

本場イタリアで修行を積んだシェフの料理と
幹事様に豊富な特典！

利用人数：～100名

交通：
03-0738-6806

住所：
JR 御徒町駅より徒歩３分
東京都台東区上野2-3-5

クローク プロジェクタースタイリッシュ 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

オマール海老のイタリアン 
ロブス

上野・浅草・
墨田・江東東天紅 上野本店上野・浅草・

墨田・江東

おかげさまで創業50周年。伝統とモダンが共
生する空間「東天紅上野本店」では、さまざまな
シーンにふさわしい空間をご用意しております。

利用人数：立食～350名まで 

交通：
03-3828-5111
千代田線　湯島駅1番出口より徒歩3分

住所：東京都台東区池之端1-4-33
上野不忍池畔

ゴージャス ドリンクスピード◎中華 クローク

Tel

 ¥利用予算 9,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

立川駅徒歩2分の好立地。30名様～400名様まで
対応できます。ホテルならではのお料理とサービスを。

利用人数：立食～400名まで 

交通：
042-525-1405

住所：
立川駅から徒歩2分
東京都立川市曙町2-14-16

ドリンクスピード◎ 開放感○クローク ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

立川グランドホテル立川・府中・
調布

ブライダルでも使われる、ラグジュアリーな会場
で特別な時間をお過ごし下さい。

上野駅徒歩3分の好立地！
洗練された空間でワンランク上の同窓会を！

利用人数：

利用人数：

～400名

立食～100名まで 

交通：

交通：

03-3981-0962

03-5812-2200

住所：

住所：

東京メトロ有楽町線 東池袋駅より徒歩3分

ＪＲ上野駅　徒歩3分

東京都豊島区東池袋3-1 
サンシャイン60 58F

東京都台東区上野4-9-6 
ナガフジビルB2 

一体感○

スタイリッシュ

開放感○

開放感○

スタイリッシュ

クローク

景色○

料理

Tel

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

文京・池袋・
練馬・板橋

上野・浅草・
墨田・江東

サンシャイン 
クルーズ・クルーズ

パーティー＆ウエディング
BAGUS（バグース）上野

新宿・中野・
杉並 ホテルローズガーデン新宿

開放的なプライベート空間は大切な友人との
再会を優雅に演出します。

利用人数：立食～80名まで 

交通：
03-3360-1533
丸ノ内線西新宿　徒歩1分

住所：東京都新宿区西新宿8-1-3

ドリンクスピード◎ 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み
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神奈川県Kanagawa

ブライダルでも使われる、ラグジュアリーな会場で
特別な時間をお過ごし下さい。

利用人数：～220名

交通：
0465-29-1000

住所：
小田原駅西口より車で約20分
神奈川県小田原市根府川583-1

イタリアン フレンチ

Tel

 ¥利用予算 11,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ゴージャス 一体感◯

ヒルトン小田原県央・箱根・
小田原

地元小田原の海の幸や全国の海の恵み、選び抜
かれた食材を使った多彩な料理をお楽しみ下さい。

利用人数：～100名

交通：
0465-20-0077

住所：
JR 東海道線小田原駅駅より徒歩約3分
神奈川県小田原市栄町1-14-57 
ジャルダンビル1F・2F・3F

ドリンクスピード◎ プロジェクターアットホーム 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

SAKANA CUISINE RYO県央・箱根・
小田原

みなとみらいを一望できるロケーションが自慢です。
JR桜木町駅より徒歩1分とアクセス抜群！！

利用人数：立食～120名まで

交通：
045-681-1015

住所：
ＪＲ桜木町駅 徒歩1分
神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1
横浜桜木町ワシントンホテル24階

ドリンクスピード◎中華 ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

東天紅 桜木町店横浜・
新横浜・川崎

8名様から800名様まで大中小14の宴会場
がございます！

利用人数：立食～800名まで

交通：
045-4731-1311

住所：
JR 新横浜駅北口より徒歩3分
横浜市港北区新横浜 3-18-1

ドリンクスピード◎ プロジェクタークローク ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

新横浜国際ホテル南館
マナーハウス

横浜・
新横浜・川崎

再会は神奈川中央地区のオークラフロンティア
ホテル海老名で！！

利用人数：～500名

交通：
046-235-4411

住所：
海老名駅より徒歩5分
海老名市中央2-9-50

開放感○ プロジェクターゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

オークラフロンティアホテル
海老名

県央・箱根・
小田原
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JR金沢駅より徒歩１分の好立地、
ホテルならではの洗練されたサービス。

利用人数：～2000名

交通：
076-223-1111

住所：
金沢駅より徒歩１分
金沢市堀川新町1-1

座敷あり クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

一軒ダイニング、落ち着いた雰囲気と
厳選食材の料理が人気。

JR魚津駅から徒歩５分。
富山での同窓会はグランミラージュで。

利用人数： 利用人数：立食～60名まで ～500名

交通： 交通：
025-240-0299 0765-24-4411

住所： 住所：
ＪＲ新宿駅　徒歩20分 JR魚津駅より徒歩5分
新潟市中央区米山６-８-３ 富山県魚津市吉島1-1-20

アットホーム 一体感○料理 プロジェクタークローク ゴージャススタイリッシュ 駅近

Tel Tel

 ¥利用予算  6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み  ¥利用予算  9,000円～ （ ）笑屋代行

手数料込み

ホテル金沢金沢市

石川県Ishikawa

居酒屋JAM 米山店 ホテル グランミラージュ新潟・新発田・
村上

高岡・砺波・
その他

新潟県 富山県Niigata Toyama

福井の同窓会はお任せ下さい。
様 な々ニーズにお応えさせて頂きます。

利用人数：～60名

交通：
0776-29-1020

住所：

JR 北陸本線福井駅（福井市街）から車
で約10分
福井県福井市菅谷1丁目1番22号

ドリンクスピード◎ 座敷ありアットホーム 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

福井アカデミアホテル福井市

福井県Fukui
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甲斐の国、甲府市の街中に位置する
クラウンパレス甲府で同窓会を！

利用人数：～300名

交通：
055-233-0777

住所：
ＪＲ甲府駅よりタクシーで約8分
山梨県甲府市朝気1-2-1

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ホテルクラウンパレス甲府甲府・石和

ブライダルでも使われる、
タイプの違う会場よりお選び頂けます。

利用人数：～２００名

交通：
055-237-1331

住所：
甲府駅より徒歩8分

座敷あり 温泉老舗 駅近

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

山梨県甲府市丸の内1-19-16

ホテル談露館甲府・石和

山梨県Yamanashi
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時計の針を巻き戻し、
卒業写真の顔ぶれが集うひととき。

利用人数：～300名

交通：
052-582-2121

住所：

名古屋駅 ユニモール地下街 11番出口よ
り徒歩５分
名古屋市中村区名駅4-3-25

ステージ プロジェクターゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算  9,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

利用人数：～130名

交通：
017-775-1151

住所：
名城線 市役所駅6番出口より徒歩10分
名古屋市中区三の丸１丁目５－１

ステージ クロークスタイリッシュ プロジェクター

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

名古屋城郭に佇むＫＫＲホテル名古屋では、
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

名古屋で集まるなら！
料理・雰囲気、共に満足出来る場所で。

アロハな気分でHappyTime。

利用人数： 利用人数：～250名 立食～50名まで 

交通： 交通：
052-218-8817 0532-57-3977

住所： 住所：
地下鉄伏見駅9番出口から徒歩5分 JR 豊橋駅　徒歩1分
名古屋市中区錦1-13-36 〒440-0888 豊橋市駅前大通1丁目55番

地 COCOLAFRONT GARDEN SITE 1F

一体感○ ドリンクスピード◎プロジェクター 料理ゴージャス 一体感○開放感○ 開放感○

Tel Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み  ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行

手数料込み

KKRホテル名古屋 キャッスルプラザ名古屋市名古屋市

A resturangel Kobekan 
錦通店

Aloha  Table  Hawaiian 
Diner with MuuMuu Coffee名古屋市 名古屋市

ホテル自慢の料理に舌鼓を打ちながら、再会を祝し
た楽しいひと時をよりゆったりとお過ごしいただけます。

利用人数：～1400名

交通：
058-295-3100

住所：
JR 岐阜駅・名鉄岐阜駅から車で15分
岐阜県岐阜市長良福光2695-2

クローク プロジェクター開放感○ スタイリッシュ

Tel

 ¥利用予算 8,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

岐阜都ホテル岐阜・大垣・
西濃

岐阜県Gifu

岐阜の町並みを一望する天空のレストラン。

利用人数：立食～100名まで 

交通：
058-265-7577

住所：
JR 岐阜駅直通2分
岐阜県岐阜市橋本町2-52 
岐阜シティタワー43・43F

ドリンクスピード◎ 料理一体感○ 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

for ty three岐阜・大垣・
西濃

静岡駅から徒歩１分。
旧友との再会はホテルセンチュリーで。

利用人数：～1000名

交通：
054-289-6400

住所：
JP 静岡駅より徒歩１分
静岡県静岡市駿河区南町18-1

クローク ドリンクスピード◎ゴージャス プロジェクター

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ホテルセンチュリー静岡静岡・藤枝

静岡県Shizuoka

新清水駅から徒歩一分の好立地。提携の二
次会会場も徒歩1分で、当日は思いっきり同窓
会を楽しむことができます。

利用人数：10名～200名

交通：
054-352-1221

住所：
しずてつ新清水駅徒歩1分
静岡県静岡市清水区相生町8-8

ステージ プロジェクターゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ホテルサンルート清水静岡・藤枝

愛知県Aichi
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利用人数：立食～200名まで 

交通：
052-562-1015

住所：
ＪＲ名古屋駅 徒歩7分
愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 
名古屋国際センタービル25階

開放感○ゴージャス ドリンクスピード◎

Tel

 ¥利用予算  8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

桜通線国際センター駅直結、地上100メートルから
の名古屋の名所を一望できるダイニング、宴会場。

東天紅　名古屋店名古屋市

六華苑を眺めながら過ごす穏やかなやかな時間
心温まるひとときを、大切な旧友とお過ごしください。

開放感○ 一体感○スタイリッシュ プロジェクター

利用人数：～120名

交通：
0594-27-2345

住所：

《徒歩》桑名駅東口より徒歩約19分
《バス》「田町」下車、徒歩約8分
三重県桑名市太一丸22-4

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

Restaurant Rocca四日市・鈴鹿・
伊賀

新しいスタイルのレストランカフェ。
華やかなメモリアルパーティーをご提案いたします。

利用人数：～80名

交通：
059-359-5888

住所：
近鉄四日市駅徒歩3分
四日市市諏訪栄町4-1

一体感◯ プロジェクターアットホーム イタリアン

Tel

 ¥利用予算 5,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

cafe neuf 〈カフェヌフ〉四日市・鈴鹿・
伊賀

心踊るハワイアン・スタイルのセレモニー。 名駅3丁目のオトナ・ハワイ。

利用人数： 利用人数：立食～80名まで 立食～50名まで 

交通： 交通：
052-243-2777 052-589-3900

住所： 住所：
東山線栄駅 徒歩6分 ＪＲ名古屋駅　徒歩3分
 名古屋市中区栄3-12-23 zetton BLDG. 1
～4F

名古屋市中村区名駅3-17-19

ドリンクスピード◎ ドリンクスピード◎料理 料理一体感○ 一体感○開放感○ 開放感○

Tel Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み  ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行

手数料込み

LUAU Aloha Table PaINA Aloha Table名古屋市 名古屋市

くつろぎの時を奏でる津都ホテルで
旧友とのひとときを。

利用人数：～500名

交通：
059-228-1111

住所：
津新町駅より車で７分
三重県津市大門7-15

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

津都ホテル津・松阪

三重県Mie

愛知県Aichi
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懐かしい仲間達･お世話になった恩師達と思い
出話に花を咲かせ、旧交を温める ―まるでタイ
ムスリップしたような思い出に残るひとときを･･・

利用人数：着席250名、立食300名まで

交通：
075-223-8484

住所：
地下鉄京都市役所前駅から徒歩で約1分
京都市中京区河原町三条上ル

ステージ クロークゴージャス フレンチ

Tel

 ¥利用予算 8,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

JR草津駅から徒歩30秒の好立地。8名～250名様ま
で大小合わせて6つの宴会場があり、おうみの名工や
世界料理オリンピック銀メダル受賞の名シェフによる
厳選された旬の食材と心を込めた料理でおもてなし。

利用人数：着席200名、立食250名まで

交通：
026-238-2888

住所：
草津駅西口より徒歩30秒
滋賀県草津市草津駅西口
ボストンスクエア内

クローク プロジェクターゴージャス 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

京都ロイヤルホテル＆スパ京都市
ホテルボストンプラザ草津 
びわ湖

草津・米原・
その他

滋賀県Shiga 京都府Kyoto

懐かしい顔ぶれと美味しい料理、
心ゆくまでゆっくりお過ごしください。

利用人数：立食～160名まで 

交通：
075-502-1111

住所：
JR山科駅地下通路より徒歩1分
京都市山科区安朱桟敷町23番地

ドリンクスピード◎ 開放感○アットホーム フレンチ

Tel

 ¥利用予算 9,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

京都市
ホテルブライトンシティ
京都山科　

四条河原町～徒歩５分アクセス良好の立地。

利用人数：立食～160名 

交通：
075-241-0600

住所：
阪急電鉄京都線河原町駅 徒歩3分
京都府京都市中京区寺町通四条上ル 
WITH YOUビル 3F・4F・5F

ドリンクスピード◎ 駅近クローク ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

京都市 WITH YOU（ウイズユー）
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落ち着いた雰囲気の店内、心地の良い照明と
音楽で大人の同窓会を演出。

利用人数：～100名

交通：
072-730-0588

住所：
北大阪急行線千里中央駅より車で5分
大阪府箕面市船場東3-9-2 
ＣＯＭ7号館2Ｆ

プロジェクター ドリンクスピード◎アットホーム イタリアン

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

PaPa PASTA 箕面店大阪市北部

懐かしい仲間が集まり賑やかなひとときをホテルならでは
の上質なお料理とサービスが楽しい宴を盛り上げます。

利用人数：～500名

交通：
06-6347-1112

住所：
大江橋3分　北新地5分　淀屋橋7分
大阪市北区堂島浜1-3-1

一体感○ クロークプロジェクター スタイリッシュ

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ANAクラウンプラザ大阪大阪市北部

欧風のカフェテリアをイメージした
シンプルな店内。

利用人数：～120名

交通：
078-333-1278

住所：
三宮駅より徒歩10分
兵庫県神戸市中央区伊藤町110-2 2F

プロジェクター ドリンクスピード◎スタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神 PEGASE

「新神戸駅」直結でアクセス抜群。懐かしい友との
再会を最高のおもてなしで。神戸の絶景が一望でき
る35階スカイバンケットルームから、大・中・小宴会場
まで、人数にあわせて会場をお選びいただけます。

利用人数：200名～

交通：
078-291-1146

住所：
新幹線・市営地下鉄「新神戸駅」直結
神戸市中央区北野町1

景色◯ 一体感◯駅直結 ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 9,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神
ＡＮＡクラウンプラザホテル
神戸

兵庫県Hyogo

旬の食材を活かしたお料理とともに、
楽しいひとときをお過ごしくださいませ。

利用人数：立食～80名まで 

交通：
075-352-3005

住所：
JR 京都駅・地下鉄京都駅徒歩５分
京都市下京区七条通新町西入夷之町
704

フレンチ アットホーム駅近 ドリンクスピード◎

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

京都市
グランヴェルジュ
京都七条倶楽部

大阪湾を望む広々 としたロケーションで
昔話に花を咲かせませんか？

利用人数：～300名

交通：
06-6575-5000

住所：
「大阪港駅」から徒歩５分
大阪市港区海岸通1-5-15

プロジェクター ドリンクスピード◎ゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

広い空と、大阪梅田の街並みの眺望が
ゲストをお出迎え。

利用人数：～600名

交通：
06-6440-3901

住所：
大阪駅より徒歩7分
大阪市北区大淀中1-1

開放感○ 一体感○ゴージャス 景色○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

大阪市北部
ホテルシーガルてんぽーざん
大阪

梅田スカイビル大阪市北部

大阪府Osaka

上品で落ち着きのある雰囲気のラウンジ。
エグゼクティブなパーティーをどうぞ。

利用人数：～150名

交通：
06-6343-7770

住所：
阪神梅田駅西改札地下通路直通
大阪市北区梅田2-5-25 
ハービスOSAKA 6F

ドリンクスピード◎ プロジェクタースタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

大阪市北部 ガーデンシティークラブ大阪

京都府Kyoto
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兵庫県Hyogo

大正8年築、兵庫県指定重要文化財である
大正ロマン漂う本物の迎賓館で本格フレンチを。

利用人数：10～112名（着席時）

交通：
0120-075-390

住所：

山陽電鉄「月見山駅」より徒歩約6分
JR「須磨駅」より徒歩約15分、タクシー約5分
神戸市須磨区離宮西町2-4-1

ゴージャス 日本庭園重要文化財 フレンチ

Tel

 ¥利用予算 10,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神
神戸迎賓館
―邸宅レストラン ル・アン―

今まで一般非公開だった伝統的建造物No.13
の白亜の洋館。世界に一つしかないバカラの
シャンデリアや総大理石の贅を極めたバンケッ
トで繊細なフレンチをお楽しみください。

利用人数：30～60名（着席時）

交通：
0120-075-390

住所：

各線「三宮駅」より徒歩約13分
地下鉄・新幹線「新神戸駅」より徒歩約9分
神戸市中央区北野町2-12-12

ゴージャス ヨーロピアン洋館 フレンチ

Tel

 ¥利用予算 10,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

100席の広さをもつトアロードに面したガラス張
りのオープンカフェ。神戸初、路面1階大型コ
ミュニティースペースの登場です。

利用人数：着席100名、立食140名

交通：
078-325-3180

住所：
三宮各線徒歩５分
神戸市中央区中山手通り3-2-14

ドリンクスピード◎ 営業時間外対応○ スタイリッシュ 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神

神戸・阪神

神戸北野迎賓館 
VICTORIAN HOUSE REINTEI

THE PLACE KOBE

世界的建築家安藤忠雄氏設計のデザイナー
ズハウス。スタイリッシュ＆モダンな会場で細
部までこだわったフレンチをご堪能ください。

利用人数：30～88名（着席時）

交通：
0120-075-390

住所：

阪急「六甲駅」より徒歩約10分、神戸
市バス36系統「六甲台南口」下車すぐ
神戸市灘区六甲台町5-30

スタイリッシュ モダンデザイナーズ フレンチ

Tel

 ¥利用予算 9,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神 ザ・ヒルサイド六甲山ノ手

駅直結の会場でオシャレなパーティーを。
パーティー後の二次会も承っております。

利用人数：200名様

交通：
078-367-1356

住所：
神戸駅地下直結、徒歩3分
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 6F
神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸内

スタイリッシュ 一体感○駅直結 高級感

Tel

 ¥利用予算  7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

利用人数：30名様～72名様

交通：
078-371-1118（営業部直通）

住所：

JR「神戸駅」より徒歩約10分、
地下鉄海岸線「みなと元町駅」より徒歩約4分、
阪神「西元町駅より徒歩約5分
兵庫県神戸市中央区波止場町7番2号

地産地消の
極上の料理

ソムリエが
厳選したワインや

お飲物

海へと吹き抜け
る開放的なバン
ケットルーム

ラグジュアリー
な空間

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

皆様の大切な集いを極上の料理でおもてなし。

歓送迎会や同窓会をはじめご婚礼、会議まで幅
広く、お客様の用途に合わせてご利用いただけます。

利用人数：200名～

交通：
078-333-0111

住所：

ＪＲ・阪神「元町」駅より徒歩10分
ＪＲ三ノ宮駅前南ミント神戸1階より
シャトルバスもご用意
神戸市中央区波止場町2-1

夜景 伝統のお料理都市型リゾート ラグジュアリー

Tel

 ¥利用予算  10,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

スクリーン７面等演出設備充実! ブライダル
でも大人気の会場でワンランク上の同窓会を！

利用人数：着席１３０名、立食１５０名

交通：
078-333-0331

住所：
各線三宮駅から徒歩６分
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町
68-2　2F

一体感○ フラット空間演出 駅近

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神神戸・阪神

神戸・阪神神戸・阪神

THE MARCUS
SQUARE KOBE

ホテル ラ・スイート
神戸ハーバーランド

ホテルオークラ神戸GIORONE ［ジョルオーネ］ 近
畿
　
　
兵
庫
県
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JR三宮駅徒歩5分。美しい神戸の街並みととも
に愉しむ本物の味わい。

利用人数：立食～120名まで 

交通：
078-332-5467
ＪＲ東海道・山陽本線三ノ宮駅 徒歩5分

住所：兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1-1900
三宮センタープラザ19階

開放感○中華 ゴージャス

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

神戸・阪神
東天紅 神戸三宮・
センタープラザ店　　

懐かしい友人やお世話になった恩師との再会。
大切な方々 と、いつまでも心に残る想い出をホテ
ル日航奈良で。

利用人数：～700名

交通：
0742-35-5531

住所：
奈良駅から徒歩２分
奈良市三条町8-1

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算  9,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ホテル日航奈良奈良市

奈良県Nara兵庫県Hyogo

近
畿
　
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
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オリエンタルホテルならではのスタイリッシュな空
間で、懐かしい思い出の数々 を語り親交を深め
合う同窓会を。

利用人数：～250名

交通：
082-240-7111

住所：
広島駅南口より車で約5分
広島市中区田中町6-10

景色○ クロークゴージャス 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

オリエンタルホテル広島広島・呉・西部

広島県Hiroshima

3階を吹き抜けで作られた多目的スペース。高
い天井と南北のガラス張りのそこから見える景
色に、その開放感は一気に高まります。

利用人数：～200名

交通：
0848-24-0100

住所：
尾道駅より徒歩２分
広島県尾道市東御所町9-1

クローク ステージアットホーム 開放感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

グリーンヒルホテル尾道広島・呉・西部

経験豊富な専門チームが、
お客様の多彩なニーズにお応えいたします。

利用人数：～200名

交通：
082-262-7136

住所：
広島駅から徒歩４分
広島市東区若草町12-1

一体感○ クロークゴージャス 開放感○

Tel

 ¥利用予算 9,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

広島・呉・西部 シェラトンホテル広島

元々 、昭和初期の和洋折衷の豪邸だった建物で、
将棋の棋王戦や囲碁の碁聖戦の舞台として、
また地元はもとより国内外の方々 にまで愛された
木造建築。ダイニングバケットからは、本格的な日
本庭園をご覧頂きながら、お愉しみください。

利用人数：～120名

交通：
082-537-0220

住所：
JR 横川駅より徒歩10分
広島県広島市西区三滝町1-3

一体感◯ 開放感○スタイリッシュ アットホーム

Tel

 ¥利用予算 10,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

広島・呉・西部 三瀧荘

恩師・旧友との集いにご利用ください。スタッフ
一同、心をこめてお手伝いさせていただきます。

利用人数：着席200名、立食350名まで

交通：
086-233-2200

住所：
JR岡山駅より徒歩7分
岡山県岡山市北区下石井2-6-1

クローク ステージスタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算  7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

和の街松江にキラリ洋世界。
"水辺のフレンチレストラン リバービュー"

利用人数：～80名

交通：
0852-60-6122

住所：

JR松江駅北口を出て地下道をくぐり
徒歩３分
島根県松江市御手船場町562-1 2F

開放感○ プロジェクタースタイリッシュ 一体感◯

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

お客様のご予算に合わせて、日本海の幸を
ふんだんに使った料理をご用意致します。

利用人数：～150名

交通：
0857-27-6211

住所：
鳥取駅より徒歩8分
鳥取県鳥取市えびす町471

一体感○ プロジェクターアットホーム ステージ

Tel

 ¥利用予算  7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ニューオータニの洗練されたサービスを生かし、
特別な同窓会をご提供致します。

利用人数：～700名

交通：
0857-23-1111

住所：
鳥取駅より徒歩3分
鳥取県鳥取市今町2-153

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

アークホテル岡山岡山市リバービュー松江市

鳥取シティホテル鳥取・倉吉・
東伯ホテルニューオータニ鳥取鳥取・倉吉・

東伯

鳥取県Tottori

島根県Shimane 岡山県Okayama
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様 な々要望にお応えさせて頂き、
感動の再会をアレンジさせて頂きます。

利用人数：～250名

交通：
083-923-3610

住所：
JR山口駅より徒歩で約10分
山口県山口市中河原町1-1

ステージ ドリンクスピード◎スタイリッシュ 一体感○

Tel

 ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

山口県Yamaguchi

山口・宇部・
下関 サンルート国際ホテル山口
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大切な集いの時を、真心でお手伝い致します。

利用人数：～600名

交通：
088-875-0111

住所：

路面電車の上町1丁目停留所から
徒歩10秒ほど
高知県高知市上町2-5-34

一体感○ ステージゴージャス 開放感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

おいしいお料理に弾む会話、
楽しいひとときをお過ごしください。

利用人数：～1200名

交通：
088-624-1111

住所：
ＪＲ徳島駅（ＪＲ四国）から徒歩約20分
徳島県徳島市万代町3-5-1

プロジェクター クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 9,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

城西館高知市徳島グランヴィリオホテル徳島市

高知県Kochi徳島県Tokushima
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快適なプライベート空間でゆったりとした
時間をお過ごしください。

利用人数：～600名

交通：
096-355-6311

住所：
JR 熊本駅から車で約10分
熊本市中央区水道町14-1

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

メルパルク熊本熊本・阿蘇・
県北

熊本県Kumamoto

心のこもったお料理と上質なサービスで、懐かし
い仲間とのすばらしいひとときをお過ごしください。

大分随一のクオリティとホスピタリティで
特別な時間をご提供。

利用人数： 利用人数：～1000名 着席20～400名　立食～500名

交通： 交通：
096-354-2118 097-533-4411

住所： 住所：
JR 熊本駅より無料送迎シャトルで3分 JR 大分駅から徒歩約8分
熊本市中央区東阿弥陀寺町2番地 大分県大分市高砂町2-48

一体感○ 開放感○クローク クロークゴージャス ゴージャス開放感○ 一体感○

Tel Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み  ¥利用予算  7,000円～ （ ）笑屋代行

手数料込み

大分オアシスタワーホテル大分市
熊本・阿蘇・
県北

熊本全日空ホテル 
ニュースカイ

大分県Oita

長崎観光名所への徒歩圏内にホテルは隣接しており、
新三大夜景に認定され「稲佐山」麓よりのロープウエー
発着所への無料バスもホテル前より発車されております。

利用人数：～300名

交通：
095-818-6716

住所：
大浦天主堂下より徒歩1分
長崎県長崎市南山手町1-18

ステージ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

ANAクラウンプラザホテル
長崎 グラバーヒル長崎・島原

長崎県Nagasaki

空とイタリアの風を感じることができるほど開放的
な「中庭」という名のとおり、街の中心であることを
忘れてしまうほどゆったりとした時間が流れます。

利用人数：～100名

交通：
092-711-5903

住所：
西鉄福岡駅より徒歩９分
福岡県福岡市中央区大名１丁目２－５ 
イルカセットビル8F

ドリンクスピード◎
プロジェクター

プロジェクター
一体感

スタイリッシュ
駅近

一体感○
ステージ

Tel

 ¥利用予算  5,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

福岡市
イル・コルティーレ
（il Cor tile）

福岡県Fukuoka

開放的な空間で
懐かしい再会をお楽しみください!!

利用人数：～200名

交通：
0952-22-0318

住所：
ＪＲ長崎本線 佐賀駅 南口 徒歩8分
佐賀県佐賀市中央本町3-18 
アルファ318ビル3F

開放感○ ステージアットホーム イタリアン

Tel

 ¥利用予算 6,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

佐賀・鳥栖・
県南

佐賀県Saga

ダイニングバー８６

龍登園で懐かしい仲間と楽しいひとときを。

利用人数：～500名

交通：
0952-62-3111

住所：
JR佐賀駅より車で15分
佐賀県佐賀市大和町大字梅野120

ステージ プロジェクターゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 7,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

龍登園佐賀・鳥栖・
県南

長崎県Nagasaki

人が集い、交わり最高の瞬間が生まれる・・・。
アークホテルは都心のオアシスにふさわしい
やすらぎの空間です。

利用人数：立食～300名まで

交通：
092-781-8700

住所：
地下鉄天神駅より徒歩6分
福岡県福岡市中央区天神３-１３-２０

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

アークホテルロイヤル
福岡天神　

福岡市

九
州
・
沖
縄
　
　
福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
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大切な旧友と過ごす満ち足りたひとときをここで。

利用人数：～1000名

交通：
098-868-2222

住所：
旭橋駅より徒歩15分
沖縄県那覇市西3-2-1

開放感○ クロークゴージャス 一体感○

Tel

 ¥利用予算 8,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

那覇市
ロワジール
ホテル＆スパタワー  那覇

沖縄県Okinawa

ご利用人数や料理内容により様々 な形式の会場
でおもてなし。懐かしいご友人やお世話になった恩
師と楽しいひと時をお過ごしください。

利用人数：着席20～90名　立食～110名まで 

交通：
097-534-8808

住所：
JR 大分駅から徒歩約10分
大分県大分市都町2-1-7

座敷あり 一体感◯～100名料理 ステージあり

Tel

 ¥利用予算 7,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

アリストンホテル大分大分市

天文館の中心地マルヤガーデンズ8Fにある、ラグ
ジュアリーな会場で特別な時間をお過ごし下さい。

広々 とした空間で感動の再会を
演出いたします。

利用人数：

利用人数：

～200名

～120名

交通：

交通：

099-222-0248

099-222-6660

住所：

住所：

鹿児島市電「いづろ通」より徒歩２分
「天文館通」より徒歩２分

鹿児島市電 天文館通電停 徒歩5分

鹿児島県鹿児島市呉服町6-５マルヤ
ガーデンズ８F

鹿児島県鹿児島市東千石町3-41
キャパルボ3階

一体感○

ドリンクスピード◎

プロジェクター

プロジェクター

スタイリッシュ

アットホーム

開放感○

一体感◯

Tel

Tel

 ¥利用予算 6,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

 ¥利用予算  5,500円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

鹿児島市・
県西部 パーティーホールHINATA

THE JAPONAIS kagoshima鹿児島市・
県西部

鹿児島県Kagoshima

那覇で最もLOHASな場所。
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

利用人数：～800名

交通：
098-860-2111

住所：
旭橋駅より徒歩15分
沖縄県那覇市前島３-２５-１

一体感◯ 開放感○ゴージャス ステージ

Tel

 ¥利用予算 9,000円～ （ ）笑屋代行
手数料込み

沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハ

那覇市

沖縄県Okinawa

九
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 費用：会費に +250円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：準備している名簿（住所録）

が古い同窓会
 サービス内容：

Option Data

正式案内状発送前に同窓会告知のハガキを発送するオプ
ションです。デザインは9種類のデザインから選ぶことができ、
文章や画像挿入も自由にリクエストが可能です。発送時期は
正式案内状発送前1ヶ月～2ヶ月前がオススメですが、準備期
間が長い場合はそれ以前の発送も承ることができます。

 費用：会費に +250円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：準備期間の長い同窓会、

呼びかける母数の多い同窓会
 サービス内容：

Option Data

正式案内状発送後に同窓会告知と出欠催促のハガキを発送
するオプションです。デザインはプレリサーチハガキ同様に9
種類から選ぶことができ、文章や画像挿入も自由にリクエスト
が可能です。発送時期は同窓会〆切1ヶ月前がオススメですが、
それ以前の発送も承ることができます。

卒業アルバムなどの古い名簿（住所録）しかない場合は、正式案
内状発送前にプレリサーチハガキ発送を行うと、正式案内状の
到達精度が高くなります。また、告知を早い段階で行えること、
2回発送することで同窓生の関心を高めることにも繋がります。

呼びかける人数が多い程、出欠の返事を出してくれない同窓生が
多くなりますので、催促も兼ねてもう一度ハガキ発送を行います。
同窓会の準備期間が長い場合は正式案内状を早めに出して、そ
の後に追跡ハガキ発送を行うのも効果的です。

正式案内状前に不明者を
洗い出しましょう！

利用の
ポイント

返事が来ない同窓生に対して
正式案内状後にダメ押し告知 !

利用の
ポイント

プレリサーチ発送Option

01

追跡ハガキ発送Option

02

同窓会の付加価値をより上げるために、

15個のオプションを用意しています。

普通の同窓会では、物足りない幹事さんは是非ご利用ください。

同窓会
をより豪華に、より楽しく。

プレリサーチ発送1

追跡ハガキ発送2

開催報告ハガキ発送3

サプリメント配布4

横断幕5

プロカメラマン派遣6

映像制作7

ベビーシッター派遣8

先生への記念品プレゼント9

オリジナル名札10

オリジナルハガキ11

オリジナルパンフレット12

同窓会同時中継13

参加者へ集合写真プレゼント14

参加者へ写真データCDR配布15

15個のオプション
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横断幕

 費用：会費に +250円
 最低参加人数：50名
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会

（小規模な同窓会を除く）
 サービス内容：

Option Data

お客様のご要望に合わせて、横断幕を作成させて頂きます。横断
幕はオーダーメイドでデザインを承っており、キャッチコピーや色
を自由に決めたり、学校のロゴを挿入することも可能です。同窓会
当日は会場にプランナーが持参させて頂き、適切な場所に設置
までさせて頂きます。横断幕は同窓会後、幹事様に差し上げます。

数年に一度の大同窓会は
盛大に見栄えよく!

同窓会名を横断幕に記載し、同窓会に公式感やゴージャス感を
出すことができます。特に集合写真を撮る際は、一体感が出て見
栄えよく見える為、大人数の同窓会では重宝されます。

利用の
ポイント

Option

05

プロカメラマン派遣

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：100名
 オススメの同窓会タイプ：参加人数の多い同窓会
 サービス内容：

Option Data

プロカメラマンが同窓会当日に写真撮影を行うオプションで
す。乾杯シーン・歓談スナップはもちろん、クラス写真や全体写
真の撮影など、同窓会の撮りどころを全て押さえます。当日は
一次会の受付から会の終了までの2.5Hを撮影します。納品は
1週間以内のデータ納品となります。

最高の一日を記念に残そう！

大人数の集まる同窓会では、まんべんなく全ての参加者を撮影し
たり、決定的瞬間をとらえるのは至難の業です。また、同窓会の
写真は後日サイトにアップしたり、フォトブックにも使用しますの
で、質の良い写真をたくさん残したい場合には必須のオプション
です。

利用の
ポイント

エリアによっては、対応できない場合があります。

Option

06

開催報告ハガキ発送

サプリメント配布（ウコンなど）

 費用：会費に +250円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：不参加返事が多かった同窓会、

定期的に開催している同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会終了後に同窓会不参加者へハガキ発送を行うオプ
ションです。 デザインテンプレートはありませんが、文章も画
像挿入も自由にリクエストが可能です。発送時期は写真の準
備状況にもよりますが、できる限り早く、遅くとも開催後1ヶ月ま
でに発送を行います。

 費用：会費に +250円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日受付にて、参加者全員へサプリメントを配布致しま
す。サプリメントは3種類（ウコン・DHA-EPA・マルチビタミン）
で1セットになっており、飲む前・飲んだ後・翌朝と効果に合わせ
て3段階式になっております。

次回は参加してもらえますように!
不参加の同窓生へ開催報告をしましょう!

飲む前に飲んで、次の日も安心 !

どうしても日程が合わなかったり、遠方にいたりと残念ながら同
窓会参加を断念した同窓生へ、当日の写真入りハガキで開催報
告を行います。参加者の楽しそうな笑顔や現在の風貌を見て、次
回こそは行きたい!と思ってもらえたり、もっと写真を見たいと同
窓会サイト登録の促しに繋がることもあります。

サプリメントを飲むことで翌日の事を気にせずに同窓生と盛り上
がることができます。ウコンは同窓生全員に配布されるので、つ
いつい飲み過ぎてしまう同窓会では重宝されます。

利用の
ポイント

利用の
ポイント

Option

03

Option

04
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先生への記念品プレゼント

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：50名
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会
 サービス内容：

Option Data

当日お越しいただいた先生方へ花束やサイン色紙・記念品を
プレゼントするサービスです。花束とサイン色紙は同窓会参加
者が原則何人でもプレゼントできますが、記念品は参加者の人
数によりプレゼントの可否、及びその内容が決まります。具体
的なご相談は各担当プランナーへお願いします。

大人になった今、
ようやく伝えられる感謝の気持ち。

子供時代に伝えられなかった感謝の気持ちを改めて伝えましょう。
定番の花束の他に、サイン色紙やフォトブックなど、物として記
念に残るプレゼントがとても喜ばれます。プレゼントの贈呈は直
接の教え子だった同窓生からサプライズで行うと、感動もひとし
おです。

利用の
ポイント

Option

09

オリジナル名札

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：小学校や中学校の同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日に参加者が身につける名札に、当時の顔写真やプロ
フィールを挿入できるサービスです。当時の顔写真は卒業アル
バムから転載しますので、卒業アルバムの提出が必須となりま
す。その他、載せたい内容は柔軟に対応することができ、ご用意
した名札は回収しませんので記念に持ち帰ることができます。

ビフォー&アフター！
当時の写真入り名札制作 !

当日の名札に当時の顔写真が入ります。これで、『名前を見ても、
誰だか思い出せない。』ということは、なくなるはずです！特に小
学校や中学校の同窓会など、卒業してからの年数が経っている
程、外見の変化が大きいので盛り上がります。

利用の
ポイント

Option

10

映像制作

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日のオープニングムービーもしくは開催前のプロモー
ションVのどちらかを制作します。映像制作には当時の写真や
幹事会の写真など、制作素材の提供が必要となり、制作期間
は素材提供後、平均3週間頂きます。素材が多ければ多い程、
より良い映像を制作することができます。

同窓会のオープニングは
豪華に飾ろう！

結婚式やイベントで定番の動画上映ですが、同窓会でも盛り上が
ります。昔懐かい写真と現在の写真を組み合わせて、感動的な
映像を作りましょう！専用サイトには動画もアップできるので、同
窓会前のプロモーションVとしても利用できたり、同窓会後に当
日上映した映像をアーカイブとして残しておくこともできます。

利用の
ポイント

Option

07

ベビーシッター派遣

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：100名
 オススメの同窓会タイプ：20代30代の同窓会・女子校の同窓会
 サービス内容：

Option Data

当日会場に託児スペースを作り、教育を受けたベビーシッター
が小さいお子様を預からせて頂きます。おもちゃ・絵本・リネン
類の準備もさせて頂きます。派遣は2名一組で行い、年齢にも
よりますが3～4名のお子様を限度に預からせて頂きます。そ
れ以上の人数になる場合は追加の費用が発生します。

子供を預けられない同窓生
でも安心して参加できます！

同窓会には参加したいけど、誰にも子供を預かってもらえなくて
参加を諦めているママさんは意外とたくさんいます。ベビーシッ
ターを呼べば、子供を連れて行け、自分も会を楽しむことができ
ます。大きな同窓会はなかなかない機会ですので、一人でも多く
の同窓生が来やすくなるようにしてあげましょう。

利用の
ポイント

会場やエリアによっては、対応できない場合があります。

Option

08
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同窓会同時中継

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：50名
 オススメの同窓会タイプ：メンバーが海外や全国に

散らばっている同窓会
 サービス内容：

Option Data

U-streamなどを活用し、当日の同窓会の様子をインターネッ
ト上で同時中継するサービスです。機材の準備や当日の中継を
笑屋スタッフが対応させて頂きます。ただし、利用する会場の
インターネット接続環境や設備状況によっては配信がスムー
ズにできない、もしくは実施が難しい場合もあります。

今の時代だからできる！
全国ネット同窓会！

当日どうしても参加出来ない同窓生というのは絶対にいます。後で
写真や動画を見るのもいいですか、生放送のようなドキドキ感、参
加している感覚はリアルタイムでないと伝えきれません。そんな人た
ちのために、同窓生からささやかなプレゼントはいかがでしょう。

利用の
ポイント

Option

13

会場やエリアによっては、対応できない場合があります。

参加者へ集合写真プレゼント
記念品の定番商品!集合写真を
参加者全員へ贈りましょう!

記念品として集合写真を参加者全員に発送致します。撮影・印刷・
発送まで全て笑屋が行いますので幹事様の作業負担は一切発生
しません。フォトフレームに入れて、過去の集合写真と並べれば、
ビフォ&アフターを楽しむことができます。

利用の
ポイント

Option

14

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：50名
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日に撮影した全体集合写真を参加者全員に発送さ
せて頂くオプションです。写真は2Lサイズ1枚で、同窓会開催
後3週間以内に笑屋から発送させて頂きます。

オリジナルハガキ

オリジナルパンフレット

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：記念行事・部活やサークルのOB会
 サービス内容：

Option Data

第一回案内ハガキ（プレリサーチハガキ）を通常のテンプレー
トデザインではなく、特注デザインで制作できるサービスです。
制作には、その同窓会のロゴマークや縁のある写真素材を頂
けますと、より良いデザイン制作が可能です。制作には素材提
出後、2週間頂き、校正出し直しは一度まで対応が可能です。

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：なし
 オススメの同窓会タイプ：記念行事・部活やサークルのOB 会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日に配布するパンフレットを通常のテンプレートデザ
インではなく、特注デザインで制作できるサービスです。デザ
インアレンジや画像挿入の他、紙の色や紙質まで出来る限り
要望にお応えさせて頂きます。制作には素材提出後、2週間頂
き、校正出し直しは一度まで対応が可能です。

オリジナルデザインで
同窓生を驚かそう！

しっかり作って、
記念に持ち帰ろう！

同窓生が一番はじめに目にする案内ハガキにオリジナリティーや
面白さを加えることができます。同窓生を驚かしたい時や自分た
ちのロゴマーク・チームカラーがある場合は、テンプレートデザ
インより、オリジナルでハガキデザインをした方が同窓生への訴
求力があがります。

同窓会当日に配布するパンフレットを豪華にアレンジします。紙
質を良くしたり、カラー印刷を使って写真やロゴマークを入れる
ことができるので、公式行事にはオススメです。オリジナルハガ
キとセットで制作すると統一感が出て、尚良いでしょう。

利用の
ポイント

利用の
ポイント

Option

11

Option

12
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参加者へ写真データCDR配布

 費用：会費に +500円
 最低参加人数：50名
 オススメの同窓会タイプ：全同窓会
 サービス内容：

Option Data

同窓会当日に撮影した全写真をCDRに焼いて、参加者全員に発
送させて頂くオプションです。写真枚数は同窓会によって異なりま
すが、平均100枚前後です。同窓会開催後3週間以内に笑屋から
発送させて頂きます。 

同窓会の思い出をそれぞれ好きな
方法で残せます !

笑屋の同窓会では当日スタッフが写真をたくさん撮影しますが、
その全データを参加者全員へプレゼント致します。自分の写って
いる写真を選んで、パソコンでデータを編集したり、プリントア
ウトしたり、フォトブックを自作したりと色々な用途で利用できま
すので、多くの同窓生に喜んで頂けるでしょう。

利用の
ポイント

Option

15

発行元 ： 笑屋株式会社　Syoya,Inc.　所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-12-3 安富ビル ５F
Tel：03-3262-7977　fax：03-6893-7043　Web：http://syoya.com/

本誌の内容を無断で転写、複写、その他の複製行為も行う事を禁じます。

同窓会はプロに任せる時代となりました。
自分たちで同窓会を開催するよりも、簡単に・楽しく・安く

開催できるのが笑屋の同窓会サービスです。

同窓会グラフは同窓生だけしか入れない
クローズドコミュニティーサイトです。

サイト内で出欠申請、同窓生同士のコミュニケーション、
同窓会当日の写真等を見る事が出来ます。

同窓会ナビには、日本全国の同窓会体験レポートや
会場情報が掲載されています。
同窓会幹事さんや参加される方は
ぜひご参考にしてください！

30歳という節目に地元で一同に集まる
ビッグイベントです。

飲んだり食べたりしながら交流を楽しみ、
同級生との再会や新たな出会いを作り出します。

運営メディア一覧

同窓会の思い出を残す
「フォトブック」を作りませんか？

手に取ると思い出す
感動や歓喜がよみがえる一冊
専用サイトから同窓会当日の写真は無料ダウンロードでき
ますが、『プリントアウトして記念に残したい。』という声が
非常に多かった為、実現したサービスです。1冊1冊丁寧
に制作しており、購入者の満足度も非常に高い商品になっ
ています。数年後に懐かしんだり、当時の卒業アルバムと
見比べたりと、楽しみ方は様々です。ご注文は同窓会当日
に承ることができます。

特別プレゼント
Special オプション

Special

  Option

フォトブック  価格：2,500円～／1冊
 サイズ：A5サイズ
 ページ数：20ページ～

Option Data

思い出を一冊に！
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