
 
懐かしい笑顔で、あの頃の思い出を語り合う大切な時間。 
３時間ゆっくりと過ごせるお得なプランです。 

 

プラン料金 

●ご利用時間 通常２時間 → ３時間 
 どうぞごゆっくりお過ごしください！         
●記念写真を通常価格より１０％OFF!! 
 
≪通常価格≫  
六切（23×17）    ～10枚の場合 ５,０００ 円～ 
       １1枚～30枚の場合 ２，５００円～ 
       31枚～60枚の場合 ２，０００円～ 
       61枚～  の場合 １，７００ 円～ 
撮影料（31枚以上で撮影料無料） １５，０００円 

★特典・オプション・延長料金には、サービス料・税金が含まれて   
おりません。 

★お料理はブッフェ料理２０名様、 盛込み料理１０名様より承ります。 
★３時間を超える場合は、延長料金を申し受けます。 

（３０分ごとに５，０００円～ 及び延長時間にかかるお飲物代金） 

 
【お問合せ・お申込み】 

ホテル ザ・マンハッタン  営業部 営業課 
TEL:043-275-1146 《１０：００～１８：００》 

E-mail：enkai@the-manhattan.co.jp 
 

14.04 

 

 ￥８，０００ 
￥ １０，５００ 

ビール、ワイン（白・赤）、焼酎、日本酒、ウイスキー、 

ソフトドリンク（オレンジジュース・ウーロン茶） 

ドリンクアイテム  ３時間フリードリンク 

◆お料理は西洋料理ブッフェ、西洋料理盛込みよりお選びください。 

特 典 オプション 

プラン料金に含まれるもの 
 

料理・飲物・会場費（３時間） 
サービス料・税金 

≪お料理≫ 
 蕎麦 
 天ぷら 
 追加デザート 
 桶寿司（１０名様以上） 
 カウンター寿司（２０名様以上） 
 ローストビーフ（２０名様以上）  
≪会場演出≫ 
 樽酒で乾杯!!（４斗２斗） 
 吊看板（600×3600） 
 贈呈用花束  
≪お土産≫ 
 ホテル焼き菓子 

 
800円 

1,200円 
500円 

10,000円 
40,000円 
60,000円  

 
75,000円 
35,000円 
3,000円  

 
1,100円 
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～  
 
～ 
～ 
～  
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Primavera / Luna / Library / Holiday / Tophat / Now Voyager / Matahari / Maltese Falcon / Topper / Gone with the Wind 

ゐのはな同窓会プラン 



 

※ 他特典との併用や式場紹介所等からのご紹介、お申込済みの場合は、対象外とさせていただきます。 

※ 見学のご予約時または、ご来館時にご勤務先名をお伝えください。 

そのうえ、今お申込いただきますと、もれなく 

７つの特典をプレゼントいたします！ 
 

① 新郎新婦ご宿泊（挙式前日 or当日） 

② フェイシャルアロマトリートメント（60分）ご優待 

③ ゲストの宿泊ご優待 

④ 記念日アルバム 

⑤ 記念日写真＆ディナーご優待 

⑥ リング購入割引 

⑦ ハネムーン割引 

 

千葉大学ゐのはな同窓会の皆様へ 

ホテル ザ・マンハッタンでは、千葉大学ゐのはな同窓会の皆様と、 
皆様からご紹介いただきましたカップルのウエディングに、特典をご用意しております。 

   

ご参考例 

2,755,512 円 2,239,488円 
※ ７０名様の挙式・披露宴の場合 

上記に含まれるベーシックアイテム一式 

キリスト教式 / 料理・飲物 / ウエディングケーキ / 披露宴席料 / 親族控室 / 新郎衣裳（1 点） / 新婦衣裳（2 点） / 

美粧・着付 / ブーケ / 会場装飾費 / 音響費 /印刷物 / 引出物 / 引菓子 / スタジオ写真 / 税金 / サービス料 

JR 京葉線 ： 海浜幕張駅南口より徒歩約４分 

東関東自動車道：湾岸習志野 I.C.より約５分 

湾岸千葉 I.C.より約３分 

 

千葉市美浜区ひび野２-１０-１ 
Tel. ０４３-２７５-０００８ （ブライダルサロン ９：００～１９：００） 

 



ホテル ザ・マンハッタン総支配人インタビュー

鈴木 :本 国は、お忙しい中、インタビューに応 じていただき、あり

がとうございます。このインタビューは、ホテルザマンハッタンの

内容について、ホームページやパンフレットではうかがいしれない

ことを、総支配人様の立場より紹介させていただければありがたい

と、企画したものです。では、まずは、マンハッタンと名付けられ

ている由縁からご紹介いただければ、ありがたいです。

総支配人 :

コンベンション (幕張メッセ)都市にあるホテルなので、世界中の

人々、文化、経済が集まるニューヨークのマンハッタン島をモチー

フし「Manhattan」 と名付けられました。ホテル外観もマンハッタ

ン島に林立する高層建築と日本古来の塔の代表でもある五重の塔を

イメージさせるオブジナル建築です。また、上部にある塔は船の航

海を表したマス トでもあります。館内においてはアメリカの旧き良

き時代のビバ リーヒルズの邸宅をイメージし、アールデコ様式で統

一されています。客室は 130室、レス トラン・バーは 4店舗、披露

宴や祝賀会などが行える個性豊かな宴会場が 2Fに 3つ、少人数の

会議・会食に利用できるプライベー トな空間が 7Fに 7つ、ホテル

直営のエステティックサロン、ベーカリー&ケーキショップがござ

います。決 して大きなホテルではございませんが、小さなホテルだ

からこそ出来る、きめ細やかなサービスやおもてなしを追求する“ス

モールラグジュアリーホテル"です。

鈴木 :あ りがとうございます。さて、今回は、オンライン会報にて、

ゐのはな同窓会員の皆様のために、宴会やウェディングについて、

特別なご配慮をしていただいたわけですが、ここでは、会員に限ら

ず、多くの方々に有益な情報をご提供いただければと考えます。そ

こで、お うかがいしたい点は、衛生面です。実は、私ごとになりま

すが、外国から日本へ毎年観光旅行しに来る方々へお聞きすると、



日本では、衛生面が安心できるので何度も来ているという指摘を受

けます。ホテルザマンハッタンでは、どのような配慮がなされてい

るでしょうか。

総支配人 :

清掃や食品管理など技術的な面の徹底や、バックスペースの消毒液

の設置、講習会の開催などはもちろんですが、従業員ひとリー人の

心構えが重要だと考えます。また、健康管理表があり毎朝、熱を測

り、上席者 とその日の体調について会話もし、普段からの手洗い、

消毒、身だしなみを指導し徹底的に実施 しています。そのような当

たり前の小さな事の積み重ねが従業員の意識向上に繋がり、最終的

にはお客様への配慮となるのではないでしょうか。 どうぞ、安心し

てお食事、ご宿泊をお楽しみください。

鈴木 :あ りがとうございます。次にお聞きしたい点は、宿泊者への

配慮という点からです。客室を見て、特徴あると思ったのは、バス

ルームです。他のホテルにはない配慮がなされている点です。その

他種々の点で様々な配慮がなされていると思いますので、ここで強

調しておきたい点がありましたら、ご紹介ください。

総支配人 :

ゲス トルームのコンセプ トは「ときめき」と「旅先の我が家」であ

り、いかに我が家のように寛いでいただけるかを重要視 した中のひ

とつに特徴的なバスルームがございます。非 日常的な優雅さと寛ぎ

を目指した結果、総大理石の広めの造りで、窓の外の景色を眺めな

がらバスタイムを楽しんでいただけるよう、バスタブが窓に面して

います。直接ではなく、ベッドルームとの間に設置された小窓を通

して眺めることが出来る客室タイプもございます (ラ グジュアリー)。

また、客室最上階にあたる20Fのフロアには、ロイヤルスイー トを

全 5室ご用意 しております。5室それぞれが異なった内装になって

おり、アンティークの調度品を揃え、さらに優雅なひとときをお過

ごしいただけます。



鈴木 :あ りがとうございます。それでは、最後となります。オンラ

イン会報で紹介 してあるプランも含め、あらためて、ホテルヘ直接

問い合わせをしたい、事前に相談したい、という方々に対 して、こ

こで、お伝えすべきことありましたら、よろしくお願い致します。

総支配人 :

地域の皆様をはじめ、沢出のお客様に育てていただいているホテル

でございます。そのご恩返しと日頃のご愛顧に感謝を込めて、これ

からも、地域密着型のホテルを目指して、マンハッタンファンをひ

とりでも多く増や していきたいと思います。既に恒例となり、多く
のお客様から大変好評をいただいておりますが、無料コンサー トを

年 7回開催しております。こちらはホテル所有のウィーンで生まれ

た貴重なピアノ「ベーゼンドルファー」を使用した演奏会です。ピ

アノと弦楽四重奏、ピアノとノプラノ、ピアノとチェロなどバ リエ

ーションもございます。ぜひ、午後のひとときに美 しい調べをお楽

しみください。

鈴木 :あ りがとうございました。インタビューを終了させていただ

きます。なお、このインタビューをご覧になり、今一度、ホテルザ
マンハ ッタンについて、オンライン会報上詳細を知 りたいとい う

方々へお伝え_します。キャンパス便 りの一覧をご覧下さい。2010年
7月 23日 掲載の番組で、蘇る風景 2010 春の亥鼻山と千葉市内

[前編]ヤこ、ホテルザマンハッタンを紹介しております。ただし、申
しわけありませんが、ウィンドウズ版でしか見ることができません。
ご容赦下さい。それでは、インタビューを終了させていただきます。


