
Space Alpha Sannomiya Information

企業のイノベーションや個人の新しい働き方、
そしてよりよいコミュニケーションを支援する
コラボレーションセンター

スペースアルファ三宮





施設概要 Information

所 在 地 神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザ６F

施設概要
会議室:13室、討議室:5室
コワーキングスペース
カフェ、PCコーナー、コピーコーナー

運 営

株式会社都商事
MIYAKO GROUP CO,LTD.

本 社:神戸市中央区三宮町1-9-1 
センタープラザ７F

設 立:平成27年8月3日 (創業 昭和31年8月1日)
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会議室／討議室 Conference Room

6名の討議室から最大スクール型で120名シアター型で240名の特大会議
室まで、さまざまな用途に対応できる会議室がございます。各線三宮か
らアクセスしやすく、公開のセミナーやイベントなどにも便利です。

248㎡ スクール 120名

170㎡ スクール 90名

・実施実績・
キックオフ、表彰式、新商品発表会、講演会、入社式、
総会、公募型セミナー、入試/採用試験会場学校説明
会、人材募集イベント、PC研修、 WEB系勉強会、
社内研修、社内会議、採用試験会場、面接会場、商談
会場など

表彰式

イベント

説明会

社内研修

セミナー

特大会議室

大会議室



会議室／討議室 Conference Room

62㎡ スクール 22名 46㎡ スクール 18名

17㎡ 6名

85㎡ スクール 32名

■特大会議室・大会議室・中会議室・小会議室は、
フルサポートプラン、ベーシックプラン対応です。
フルサポートプランは、レイアウトサービスをはじ
め、豊富な無料備品がセットのプランでございます。
また、各会議室には、便利なワゴン・ケーブルボッ
クスをご用意しています。

各会議室にLANポート完備。館内の無線LANの他、有線LANもご利用いただけます。Web会議、
Webセミナーなどに最適な環境をご準備しています。

中会議室１

中会議室３

中会議室２

小会議室

討議室

＜フルサポートプラン・無料サービス／備品＞
事前レイアウト（原状復帰も必要ありません）
プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、演台*、マイク*、
CD／DVDプレーヤー*、レーザーポインター、差し棒
*ワイヤレスマイク、CD/DVDプレーヤー:特大・大会議室のみ常設。
*演台:特大、大、中会議室１・２のみ無料。
*中会議室２についてはマイクは使用制限がございます。

小会議室S

26㎡ 10名

124㎡ スクール 64名

・実施実績・
面接会場、商談会場、社内会議
個人面接会場、プロジェクト
ミーティング、執務空間利用など

■小会議室S、討議室は、ベーシックプラン対応です。
（ホワイトボード、スクリーン各１無料）



ケータリング Food & Drink
研修・会議の準備でお忙しい事務局様に代わり、お弁当手配を承ります。幕の内弁当・中華弁
当・洋食弁当などを取り揃えておりますので、ご用途・ご予算に応じて、ご選択いただけます。
大切なお客様向けにグレードアップしたお弁当もご用意いたします。
会議室内にてお召し上がりいただけます。

-お弁当

Menu 一例
・会議弁当（幕の内、中華、洋食）1,100円～3,300円
・サンドイッチ弁当 など

-ケータリング コーヒー／紅茶のポットサービスなど、併設のカフェより会議室へのケータリングを承ります。
コーヒーブレイクセット（コーヒー・お菓子）もございます。

カフェ

コーヒー紅茶などの各種ドリンクをご提供いたします。
研修・会議のリフレッシュにぜひご活用ください。

営業時間:10:00～17:00



懇親会 Party

小規模な打ち上げから100名様のご宴会まで、会議室内にてご予算に応じたケータリングパーティを承
ります。研修会議での盛り上がりをそのままに、懇親会を行っていただけます。

-懇親会

ケータリングパーティ Menu 一例（お一人様5,500円飲み放題つき）

・自家製ローストビーフとチキンのグリル
ローズマリー風味＆冷製テリーヌ

・ノルウェー産スモークサーモンと魚介類の
エスカベッシュチーズ＆クラッカー

・サンドイッチバリエ
・巻寿司盛り合わせ
・一口フライバリエ
・和風オードブル取り合わせ
・ミラノ風サラダ
・季節のフルーツ盛り合わせ
・南京町飲茶バリエ
・ロイヤルビーフシチュー バターライス添え

＜フリードリンク＞
・ビール ・ウイスキー ・神戸ワイン
・焼酎 ・ノンアルコールビール
・ソフトドリンク

会議室
- 特大会議室 約150名
- 大会議室 約100名

-提携店でのご宴会も承ります。



ご利用プラン Plan／Basic

ご用途に応じて、2種類の料金プランをご用意しております。

フルサポートプラン
レイアウトサービスや、備品
料金を省いたリーズナブルな
プラン。

小規模の社内会議や研修など
におすすめです。

きめ細やかな打ち合わせで
スムーズな開催をサポート
ご希望のレイアウトをご準
備無料備品・サービス充実
のプラン。
大切なお客様をお迎えする
講演会、セミナーなどにお
すすめのプランです。

ベーシックプラン

-ベーシックプラン

レイアウト
サービス無し

ホワイトボード
スクリーンつき

＋

（適用会議室:中会議室１・２・３、小会議室、小会議室S、討議室）

レイアウトサービスや、備品料金を省いたリーズナブルなプラン。小規模の社内会議や研修などにおすすめのプランです。

（原状復帰が必要です）

※有料で、レイアウトサービス、
備品を追加することが可能です。

＜ベーシックプランご利用例＞

9:00～来館・準備

9:30～研修・会議開始

18:00 終了

12:00 昼食（お弁当）
15:00 コーヒーブレイク

小会議室:（46㎡）

リーズナブルな料金で、会議室
をご利用いただけます。当日の
追加サービス・備品などサポー
トはフルサポートプランと同じ
ようにきめ細かく対応させてい
ただきます。

資料を広げ
やすい奥行き

60㎝の机

社内会議／研修

⾧時間座っても疲れない
エグゼクティブチェア採用

ホワイトボード
スクリーン付

全会議室WiFi／
有線LAN完備

コの字へ
原状復帰を

お願いします

コの字の
レイアウトで

ご準備

お好きな
レイアウトに

ご変更
ください

-選べる２プラン

（各１台）



ご利用プラン Plan／Full Support

13:30～来館・準備
14:30～受付開始
15:00～講演会/セミナー
17:00 終了
17:30～懇親会

セミナー:特大会議室（248㎡）
講師控室:討議室（17㎡）
事務局控室:討議室（17㎡）
懇親会 :大会議室（170㎡）

⾧時間座っても疲れない
エグゼクティブチェア採用

資料を広げやすい奥行き60㎝の机

天井高3mの
開放的な空間

プロジェクター
6000ルーメン

全会議室WiFi・
有線LAN完備

スクリーン

セミナー/講演会
＆ 懇親会

＜フルサポートプランご利用例＞

事前レイアウトサービス付

演台、マイク、プロジェクターなど備品付
講師控室や事務局控室
として最適な討議室

・受付 エレベーター前に案内看板設置
・コーヒーポットサービス、飲料手配（有料）
・水差し／懇親会手配（有料）
・マイク、プロジェクターなど必要機材のセッティング
・会場レイアウト

きめ細かいサポートで
ご開催を強力に

サポートいたします。

スクリーン
3.4w×1.9h

プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード（各1台）、
ワイヤレスマイク４本*、DVD／CDデッキ* 、演台*、
有線/無線LAN接続環境等が含まれます。

-フルサポートプラン

レイアウト
サービス

充実の無料
備品つき

＋

レイアウトサービス・備品付きのフルサポートプランは、事務局さまを強力にサポート。事前準備・設営の
ご負担を軽減し、運営に集中していただける環境をご提供いたします。

*マイクセット、DVD／CDデッキ:特大・大会議室のみ常設。
（マイクは会議室によりご利用いただけない場合がございます）
*演台:特大、大、中会議室１・２のみ無料。

（適用会議室:特大会議室、大会議室、中会議室１・２・３、小会議室）

開放的なロビー/カフェ

講師控室

すべての会議室がワンフロアで動線がシンプル

講演会・セミナー
会場

懇親会 会場

事務局控室



■フルサポートプラン料金表 ※下記サービス・備品付きプラン

会議室タイプ 会議室
No.

収容人数
(スクール)

広さ㎡ 朝
9:00～12:00

昼
12:00～18:00

夜
18:00～21:00

１日
9:00～18:00

延⾧
9:00～21:00

(30分間あたり)

早朝･夜間延⾧
8:00-9:00/21:00以降

(30分間あたり)

特 大 会 議 室 ① + ② 120人 248㎡ 72,000
(税込79,200)

140,000
(税込154,000)

77,000
(税込84,700)

175,000
(税込192,500)

14,400
(税込15,840)

17,000
(税込18,700)

大 会 議 室 ⑧ + ⑨ 90人 170㎡ 50,000
(税込55,000)

96,000
(税込105,600)

52,500
(税込57,750)

120,000
(税込132,000)

10,000
(税込11,000)

12,000
(税込13,200)

中 会 議 室 1 ① ② ⑤ 64人 124㎡ 36,000
(税込39,600)

70,000
(税込77,000)

43,500
(税込47,850)

87,000
(税込95,700)

7,200
(税込7,920)

9,400
(税込10,340)

中 会 議 室 2 ⑧ ⑨ 30人 85㎡ 25,000
(税込27,500)

48,000
(税込52,800)

30,300
(税込33,330)

60,000
(税込66,000)

5,000
(税込5,500)

6,600
(税込7,260)

中 会 議 室 3 ③ ④ 22人 62㎡ 17,500
(税込19,250)

34,000
(税込37,400)

21,300
(税込23,430)

43,000
(税込47,300)

3,500
(税込3,850)

4,600
(税込5,060)

小 会 議 室 ⑥ ⑦ 18人 46㎡ 14,000
(税込15,400)

26,000
(税込28,600)

16,500
(税込18,150)

32,000
(税込35,200)

2,800
(税込3,080)

3,900
(税込4,290)

備品/ サービス 特大・大 中１､中２ 中３、小 備考
レイアウトサービス ○ ○ ○ 事前レイアウト／原状復帰なし

インターネット環境 ○ ○ ○ 無線（WiFi）完備、有線LAN接続無料

プロジェクター ○ ○ ○ １会議室につき１台無料

スクリーン ○ ○ ○ 各会議室に常設

ホワイトボード ○ ○ ○ １会議室につき１台無料

ワイヤレスマイク ○ － － 特大・大会議室のみ、４本無料

ペンダントマイク ○ × × ワイヤレスマイクとの交換1本無料

マイクスタンド ○ ○ ○ １会議室につき１本無料

演台 ○ ○ － １会議室につき１台無料

差し棒・レーザーポインター ○ ○ ○ １会議室につきそれぞれ１本無料

・フルサポートプラン料金に含まれるサービス／備品

会議室タイプ 会議室
No.

収容人数
(スクール)

プラン内
広さ㎡ 朝

9:00～12:00
昼

12:00～18:00
夜

18:00～21:00
１日

9:00～18:00

延⾧
9:00～21:00

(30分間あたり)

早朝･夜間延⾧
8:00-9:00/21:00以降

(30分間あたり)机 イス

中 会 議 室 1 ① ② ⑤ 64人 20 40 124㎡ 31,000
(税込34,100)

43,500
(税込47,850)

37,400
(税込41,140)

65,000
(税込71,500)

7,200
(税込7,920)

9,400
(税込10,340)

中 会 議 室 2 ⑧ ⑨ 30人 13 26 85㎡ 21,000
(税込23,100)

29,500
(税込32,450)

25,400
(税込27,940)

43,000
(税込47,300)

5,000
(税込5,500)

6,600
(税込7,260)

中 会 議 室 3 ③ ④ 22人 10 20 62㎡ 16,000
(税込17,600)

23,000
(税込25,300)

19,300
(税込21,230)

32,000
(税込35,200)

3,500
(税込3,850)

4,600
(税込5,060)

小 会 議 室 ⑥ ⑦ 18人 8 16 46㎡ 11,500
(税込12,650)

15,800
(税込17,380)

13,800
(税込15,180)

23,000
(税込25,300)

2,800
(税込3,080)

3,900
(税込4,290)

小 会 議 室 S ⑩ 10人 5 10 26㎡ 7,000
(税込7,700)

9,600
(税込10,560)

8,500
(税込9,350)

14,000
(税込15,400)

1,600
(税込1,760)

2,200
(税込2,420)

討 議 室 ABCDE 6人 － 6 17㎡ 3,600
(税込3,960)

7,200
(税込7,920)

5,500
(税込6,050)

10,000
(税込11,000)

800
(税込880)

1,100
(税込1,210)

■ベーシックプラン料金表 ※下記サービス・備品料金を加算してください。（ホワイトボード・スクリーン１台無料）

【注】プラン内規定人数を超える机、椅子の追加は有料となります(2名掛け)

【注】特大会議室・大会議室・中会議室1について:収容人数を超える机、椅子の追加は有料となります(2名掛け)。

※展示・イベント使用の場合は、室料合計の10%を別途申し受けます。
※中会議室２はマイク使用不可。

有料サービス／備品価格表

コーヒーブレイクセット 500/人
(税込550)

コーヒーポットサービス 1,760～
(税込1,936～)

水差し(コップ･トレー付き) 160
(税込176)

ミネラルウォーター
（ペットボトル500ml）

120
(税込132)

お茶（ペットボトル500ml） 150
(税込165)

お茶（ペットボトル350ml） 130
(税込143)

お弁当 1,000～
(税込1,100～)

＜追加備品＞ ＜ケータリング＞

プロジェクター 6,000
(税込6,600)

ホワイトボード 3,000
(税込3,300)

移動式スクリーン 2,000
(税込2,200)

CD-DVDドライブ 2,000
(税込2,200)

パーティション 1,000
(税込1,100)

マイクセット(マイク2本)※ 3,000
(税込3,300)

マイク追加 1,500
(税込1,650)

マイクスタンド 1,500
(税込1,650)

スピーカー 2,000
(税込2,200)

集音マイク 1,500
(税込1,650)

演台 2,000
(税込2,200)

モニター（42･55インチ） 6,000
(税込6,600)

モニター（20インチ） 1,500
(税込1,650)

映像分配器 2,000
(税込2,200)

HUB 2,000
(税込2,200)

机(1台) 500
(税込550)

椅子(1脚) 300
(税込330)

延⾧コード 200
(税込220)

※上記以外のメニューもございます。
※施設内でのご飲食を前提としておりますので、

ケータリングはすべて税率10％となります。

会議室内でのケータリングによる懇親会も承ります。
（ご予算などご相談ください）

※その他、貸出/販売備品がございますので、 詳しくはお問い合わせ下さい。

※中会議室２のマイク使用は制限あり。

※その他、貸出/販売備品がございますので、
詳しくはお問い合わせ下さい。



開催実績
-特大会議室（248㎡）・大会議室（170㎡）ご利用例

●スタートコンベンション

特大会議室（248㎡）
シアター型 約240名
プロジェクター2台に投影

●講演会＆情報交換会

特大会議室（248㎡）
スクール型 約120名
天吊プロジェクター使用 垂幕手配
お弁当、コーヒーケータリング、
ケータリングパーティ
講師控室・事務局控室:討議室（17㎡）

●ブース展示・商談利用

特大会議室（248㎡）
各ブースにてパネル展示（電源・LAN環境あり）
商談コーナー設置（コーヒーケータリング）

●公募型セミナー+個別相談会

特大会議室（248㎡）
スクール型 約120名 +個別相談ブース
※個別相談には討議室（17㎡）も利用可

製薬企業・医療機器メーカー等

人材募集イベント・転職説明会・
学校説明会＆願書配布・展示会など

●式典

大会議室（170㎡）
スクール型 約100名
舞台・金屏風手配

代理店表彰式・入社式・出版記念式典

●試験会場／試験対策講座
実施実績:大学・資格試験・昇格試験・
採用試験

●社内研修・会議
新入社員研修・拠点⾧会議

特大会議室（248㎡）
天吊プロジェクター使用
シマ型 約80名



スペースアルファ三宮
〒650-0021  神戸市中央区三宮町1-9-1  三宮センタープラザ6F
Tel 078-326-2540 FAX 078-326-2542
Email info-sas@miyako-group.com
URL https://spacealpha.jp/sannomiya/


