
ホテル木暮料金表
（税別料金）

宴会関係費 宴会関係費 会議費関係
金額 金額 金額

■瓶ビール ■ワイン フル コンベンションホール（飛鳥）9:00～17:00
各社（中瓶） 750 奥利根ワイン（フル）（赤・白） 3,800 500,000
エビスビール（中瓶） 800 奥利根ワイン（ハーフ）（赤・白） 2,500 コンベンションホール（サクラ）9:00～17:00
プレミアムモルツ（中瓶） 800 バジャーズクリーク（赤・白） 2,000 500,000
ノンアルコールビール 550 ディスカバリーベイ（赤・白） 3,000 会議室（萩蘭） 50,000
■生ビール（宴会場は除く） ネロダヴォラシチリア（赤） 4,000 おしぼり（1本） 30
生ビール（グラス） 500 パタゴニア（白） 2,200 テーブルクロス（1枚） 150
生ビール（中ジョッキ） 700 グラスワイン 500

ホワイトボード（1枚） 1,000
■日本酒 ■スパークリングワイン 演壇 1,500
銚子（熱：冷） 550 クレマンダルザス（750ml） 4,000 マイク（1本） 300
船尾瀧 大吟醸(四合) 6,500 クレマンロワール（750ml） 4,500 レクチャーアンプ 1,000
船尾瀧 特別純米(四合) 3,000 ヴーヴレー ハーフボトル（375ml） 2,800 カセットデッキ 1,000
船尾瀧 本醸造(四合) 2,500 ビデオデッキ 2,000
船尾瀧 本醸造(一合) 650 ■その他 DVDプレーヤー 2,000
赤城山 本醸造(四合) 2,800 氷 500 ビデオプロジェクタ 15,000
水芭蕉 本醸造(四合) 3,000 梅干 400 スクリーン大（縦210×横290） 10,000
水芭蕉 本醸造(一合) 800 レモンスライス 400 スクリーン小（縦150×横200） 3,000
木暮酒 吟醸(四合) 4,200 ■飲み放題（10名様以上） 表彰盆 1,000
赤城山 (300ml) 1,000 飲み放題①120分 3,000 金屏風 3,000
谷川岳 (300ml) 1,000 ビール・ノンアルコールビール・純20° 名札立（Ｌ字プレート） 100
船尾瀧 お多福(300ml) 1,400 燗酒・ソフトドリンク
※四合瓶の一杯売りはございません サワー 盆栽 5,000～

烏龍茶（2㍑ペット）・緑茶 スタンド花 15,000～
■ソフトドリンク ウイスキー 盛花 3,000～
コーラ 300 ■アトラクション 看板（自注） 3,000～
オレンジジュース 300 芸妓（120分） 16,400 看板（外注） 30,000～
烏龍茶（瓶） 300 酌婦（120分） 13,600 式次第筆耕料 3,000
烏龍茶（2㍑ペット） 800 コンパニオン（洋装／120分） 15,600 名札筆耕料 100
キリンレモン 300 コンパニオン（和装／120分） 18,600 演題筆耕料 2,000
ジンジャーエール 300 ※上記、山水亭露天風呂付客室への コーヒー/紅茶/ジュース類 500
トマトジュース 350 　入室は出来ません。（一般客室は可） ケーキ（1人前） 500
炭酸水 300 カラオケ 12,000 茶菓子（お饅頭1個） 80
ミネラルウォーター 300 手動ビンゴ 2,000
サワー（梅/レモン） 300 ビンゴカード（1枚） 20
サワー（グレープフルーツ） 300 八木節（20分） 50,000
緑茶（500ｍｌペット） 350 上州太鼓（20分） 50,000
100%ジュース（グラス売） 350 冷蔵庫関係費 その他
梅酒（プラＱ） 550 品名 金額 品名 金額
誉国光梅酒（300ｍｌ） 1,000 ビール（5本） 750 麻雀（手動） 5,000

冷酒（1本） 1,000 麻雀（自動）座卓 13,000
■ウイスキー 酎ハイ（1本） 500 麻雀（自動）足付 16,000
角(700ml) 3,500 オレンジジュース（1本） 300 囲碁 1,500
山崎（8年/720ｍｌ） 9,000 ウーロン茶（1本） 300 将棋 1,500
山崎（8年/350ｍｌ） 4,800 コーラ（1本） 300 マーサージ（あんま）40分 （税込）4,000
ウイスキー割（シングル） 600 ポカリスウェット（1本） 300 貸切風呂「美しの湯」60分 2,000
ウイスキー割（ダブル） 1,000 デカビタＣ（1本） 300 貸切風呂「癒しの湯」60分 2,500
ハイボール 700 ミネラルウォーター（1本） 300 貸切風呂「嬉しの湯」60分 3,000

■焼酎 二次会飲み放題関係費
純20°（甲）720ｍｌ 2,500 品名 金額
鏡月20°（甲）700ｍｌ 2,500 ■Ａプラン120分 3,500 ※館内へのお飲み物の持ち込みは
真露25°（甲）720ｍｌ 3,000 ビール・焼酎（甲）・ソフトドリンク ご遠慮いただいております。
いいちこ25°（麦）720ｍｌ 3,500 ウイスキー・チャーム・カラオケ ※ルームサービス料金とは異なります。
いいちこ深薫（麦）200ｍｌ 1,200 ※レンタルの場合実費となります。
吉四六25°（麦）720ｍｌ 5,000 伊香保温泉
さつま白波25°（芋）720ｍｌ 3,500 ■Ｂプラン120分 3,000 一番湯の宿　ホテル木暮
一刻者（甕）25°（芋）720ｍｌ 5,000 ウイスキー・焼酎（甲）・ソフトドリンク 〒377-0102
金時一刻300ｍｌ 2,000 チャーム・カラオケ 群馬県渋川市伊香保町135番地
光年20°（甲乙混和） 3,000 TEL0279-72-2701
明るい農村（芋） 3,500 ■Ｃプラン120分 2,500 FAX0279-72-2708
焼酎割（純/水・湯） 550 焼酎（甲）・ソフトドリンク
焼酎割（サワー） 600 チャーム・カラオケ
焼酎割（白波/いいちこ） 700
焼酎割（一刻者） 1,200 ※二次会飲み放題は10名様以上

※コンパニオンの人数はカウントしません。

品名 品名 品名
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