
News Release

■神戸迎賓館・邸宅レストラン 「ル・アン」

お食事中ベビーシッターがお子様をお預かり。
お子様連れのご夫婦に贈る、クリスマス期間
【12/25】 限定の新サービス！

婚礼事業のコンサルティング及び 婚礼会場の運営を
行うバリューマネジメント株式会社（本社：大阪市北
区 代表取締役：他力野  淳）が運営し、神戸エリアで
人気を博する(※)神戸迎賓館・邸宅レストラン「ル･ア

ン」（神戸市須磨区）がクリスマス限定の新サービス
を提供致します。
小さなお子様連れのご夫婦がフレンチレストランを

訪れるのは容易なことではありません。そこで当レス
トランでは、お食事中にベビーシッターがお子様をお
預かりすることで、ご夫婦が日常から少し離れ、昔の
ようにお二人だけの特別な時間をお過ごしいただける
ようお手伝い致します。大正時代に建てられ、当時の
社交界で名を馳せていた歴史の長い邸宅・神戸迎賓館
ならではの時空間が非日常を演出し、年に一度の特別
なクリスマスディナーを実現します。

2015年11月19日

■本件に関するメディアの皆様からのお問合せ先

　バリューマネジメント株式会社　
　担当：企画部　TEL: 06-6371-6161　E-mail: press@vmc.co.jp
　大阪オフィス 〒530-0011　大阪府大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪タワーA17F
　バリューマネジメントグループ  ホームページ   http://www.vmg.co.jp/
　　　※メディア掲載やプレスリリース情報　 　http://vmg.co.jp/info/
　バリューマネジメント株式会社 ホームページ    http://www.vmc.co.jp/ 

～クリスマスは恋人気分に戻って～

ベビーシッターサービス

12121212月25252525日((((金))))    17:3017:3017:3017:30～21:00 21:00 21:00 21:00 
◆ベビーシッター（保育士資格を有するスタッ
フ）が、ディナー中にお子様をお預かり。
夫婦水入らずで、今後続く家族の未来について
ゆっくりと会話ができる時間を演出します。
◆お子様のお預かり中には、お菓子やドリンク
をご用意。お子様プレート（1500150015001500円～）の提供

も可能です。

                                    クリスマスディナー            12121212月2222日((((水))))～28282828日((((月))))
　            「ムニュ・リュクス」お一人様12,00012,00012,00012,000円　※税・サ別

・

                   ※他 8,800円・15,000円(税・サ別)のコースもご用意

「ル・アン」だけではなく、バリューマネジメントの全レストランでは、個性溢れる
建築物で特別なクリスマスをお過ごしいただけます。昨年のクリスマス(12/24・25)は平日

であったにも関わらず全て満席御礼！各施設の詳細は次ページをご覧ください。

※レストラン予約サイト [一休.com]での口コミ点数は
　4.81点(2015年11月現在)。ユーザー満足度の高い
　レストランとして評価を得ています。

・お出迎えの一皿
・大地の恵み 海の幸のプレート
・フォアグラのポワレ
　ポテトとトリュフのテリーヌ
・オマール海老のフラン セップ茸と
    クレームドクリュスタッセ

・平目のシャンパン蒸し
　雲丹のグラチネ冬葉菜のピュレ
・和牛ほほ肉の赤ワイン煮
    葱のデクリネゾン…など
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｜神戸迎賓館    邸宅レストラン    ル・アン
約3000坪の敷地には、県の重要文化財にも指定された大正建築の粋を
凝らしたセッション様式の洋館の他、茶室や日本庭園も。本物のセレ
ブリティが愛した邸宅で現代の技法を凝らした本格フレンチを提供。　

■住所 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-4-1 ■TEL 078-739-7600
■営業時間 11:30 ～ 14:00(14:00LO) / 17:30 ～ 21:00(21:00LO)
■火曜日定休 　　　　　　http://www.vizcaya.jp/restaurant/

バリューマネジメントグループのレストラン一覧

｜邸宅レストラン    レイン邸
明治33年、神戸に居留した外国人のために建てられたレイン邸は現存

する異人館の中でも初期の建築物。ヴィクトリアン様式の洋館で、洗
練された食材の組み合わせ、色彩感覚に富んだ優雅なフレンチを。

■住所 兵庫県神戸市中央区北野町2-12-12 ■TEL 078-251-0911
■営業時間 11:30 ～ 14:00(14:00LO) / 17:30 ～21:00 (21:00LO)
■火曜日定休 　　　　　　http://www.kitanorein.com/restaurant/

｜FUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORTFUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORTFUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORTFUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORT
京都の鴨川畔に佇む140余年の歴史ある元老舗料亭旅館。五層楼閣の
純和風建築の店内、目の前を流れる鴨川と東山には京都の四季が映し
出される。地元京都の食材を取り入れたオリジナルフレンチを提供。

■住所 京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 ■TEL 075-351-
8541 ■営業時間 11:30 ～ 15:00(14:00LO) / 17:30 ～ 22:30(21:00LO)
■火曜日定休 　　　　　　http://www.vizcaya.jp/restaurant/

｜AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA 1925AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA 1925AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA 1925AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA 1925
国の重要伝統的建造物群保存地区に建ち、前身は大正14年に建造され

た銅の加工老舗メーカーのオーナーの邸宅。贅沢に銅が使われた洗練
空間で、五感をくすぐる繊細で華やかなフレンチを。

■住所 京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 ■TEL 075-551-
3633 ■営業時間 11:30 ～ 14:00(14:00LO) / 17:30 ～ 21:00(21:00LO)
■火曜日定休 　　　　　　http://www.arkh.jp/restaurant/

｜高台寺    極-KIWAMI--KIWAMI--KIWAMI--KIWAMI-
アカガネリゾートの地下に配されたプレミアム空間。窓の外にはアカ
ガネリゾート自慢の庭が。その日一番美味しいものを最高の調理法で
提供する、美食家のための隠れ家フレンチレストラン。

■住所 京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 ■TEL 075-551-
3122 ■営業時間 12:00 ～ 15:00(13:00LO) / 17:30 ～ 22:00(22:00LO)
■火曜日定休 　　　　　　http://www.arkh.jp/restaurant/

｜The Suite GINZAThe Suite GINZAThe Suite GINZAThe Suite GINZA
昼と夜、二つの顔を持つフレンチレストラン。ランチは女性限定のフ
レンチサロン、ディナーは特別な日を演出するラグジュアリーな時間
が流れる。エレガントさと開放感が漂う空間がゲストをおもてなし。

■住所東京都中央区銀座7-3-7 ブランエスパ銀座11F ■TEL 03-6228-
5466 ■営業時間 11:30 ～ 14:00(14:00LO) / 17:30 ～ 21:00(21:00LO)
■火曜日定休(祝日は営業) http://thesuite-ginza.com/restaurant/
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■ 参 考 資 料

運営会社・バリューマネジメント株式会社について

「日本の文化を紡ぐ」ことをテーマに歴史的建造物や街並みを、宿泊施設、レストラン運営、結婚式場など
の事業に活用し、後世に残す取り組みをしています。
地域住民にはアニバーサリーの場として、国内外の観光客には日本文化体験の場として、国家の課題でも
ある「歴史的建造物の保存、活用」と「観光立国化」に貢献してまいります。
店舗開発のコンサルティング、人材コンサルティングなどを手掛け、「マネジメント」「オペレーション」に特化
し、モノやサービスの持つ価値を最大化させるプロフェッショナルオペレーター集団として「顧客満足度」「従
業員満足度」「パートナー満足度」を念頭に、社会や組織、関わるすべての人々に対し、幸福をもたらすこ
とを企業理念としています。

社 名 バリューマネジメント株式会社

住 所 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 17F

資 本 金 3,000万円

代 表 者 他力野淳

社 員 数 ４5０名（正社員240名）

設 立 2005年2月

事業内容 宿泊、飲食、婚礼事業のコンサルティング及び企画、運営、請負、宿泊、パーティ
施設の経営店舗開発に関する調査、企画、設計及び監理・人材育成及び職業
能力開発のための教育事業並びに社員教育の受託

運営会場 ・東山を一望する140年の歴史ある元老舗料亭「鮒鶴京都鴨川リゾート」（歴史的建造物）

・東山の森に佇む京の老舗企業の邸宅「アカガネリゾート京都東山1925」（歴史的建造物）

・3000坪の敷地に佇む文化財指定迎賓館「神戸迎賓館 旧西尾邸」（歴史的建造物）

・伝統的建造物認定の神戸北野の異人館「北野異人館旧レイン邸」（歴史的建造物）

・世界的建築家・安藤忠雄のデザイナーズゲストハウス「ザ・ヒルサイド神戸」
・銀座ビルインタイプの複合施設「ザ・スイート銀座」
・日本のマチュピチュといわれる竹田城の麓でゆっくりくつろげる宿泊施設
   「竹田城下町 旧木村酒造場 EN」（歴史的建造物）

・石川は三名山「白山」の登山口・白峰の温泉宿「ホテル八鵬」
・大正ロマン奏でる全5室の街中オーベルジュ「豊岡1925」 （歴史的建造物）

■アクセス
・住所： 〒530-0011大阪府大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪タワーA17F
・交通：JR大阪駅より徒歩3分・阪急梅田駅より徒歩５分・阪神梅田駅より徒歩５分・
　　　　 地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩５分・地下鉄四ツ橋線西梅田駅より徒歩5分
■事業内容：ウエディング、パーティ、レストラン、宿泊
・ホームページ：http://www.vmc.co.jp 


