
SNS にて、当ホテルの最新情報を
発信しております。是非アクセスしてください。
Get the latest information about
Swissôtel Nankai Osaka on SNS.

インスタグラムをフォロー！  Discover us on Instagram!
swissotelnankaiosaka_of ficial

Twit terで、フォロー！  Follow us on Twit ter!
@SwissotelOsaka（日本語）

Facebookで、いいね！ Become our fan on Facebook!
「スイスホテル南海大阪」-Swissôtel Nankai Osaka

〒542-0076 大阪市中央区難波 5-1-60

5-1-60, Namba, Chuo-ku, Osaka,

542-0076, Japan

TEL：06-6646-1111

FAX：06-6648-0331

MAIL：osaka@swissotel.com

https://swissotelnankaiosaka.com/ja/
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JUNE,  JULY   2020

SWISS LEVEL
SWISSOTEL NANKAI OSAKA /  Live It Well in Osaka

会員証特典 ｜ Membership Benefits

□ 水曜日はレストランでお食事代金50%オフの
  「クレイジーウェンズデー」を開催（2名様まで）
□ ピュロヴェル スパ & スポーツ各種トリートメント15%オフ
□ ピュロヴェル スパ & スポーツ入会金10%オフ
□ ご婚礼・ご宴会のお食事代金10%オフ
□ 宿泊プラン「スイスバリュー」15%オフ

□ 50% discount on food when one member dines

    or a total of two people including the member on Wednesdays

□ 15% discount on massage at the pürovel spa & sport

□ 10% discount on joining fee at the pürovel spa & sport

□ 10% discount on food for banquets and weddings

□ 15% discount on Swiss Value room rate

［年会費｜Annual membership fee］￥75,000（税込）
［会員期限］1年間 One year expiration

優待券特典 ｜ Cer tificates

□ 1泊無料優待券　□ ¥5,000割引優待券
□ 2名から10名様でのお食事代金が半額になる
    パーティー優待券

□ Complimentary One Night Accommodation

    Certificate

□ ¥5,000 Discount Certificate

□ Special Occasion Certificates

［特典例］

TEL：06-6646-5043
9：00 -18：00（月 - 金｜Mon - Fri）

特別会員組織「ライフ＆スタイル」 
Membership Program “ Life & Style”

営業時間 Operation Hours
朝食 Breakfast

6：30-10：00 （ラストエントリー / Last Entry）
ランチ Lunch

11：30-14：30 （ラストエントリー / Last Entry）
スイーツブッフェ Sweet Buffet
土･日 / Sat and Sun

15：30-16：30 （ラストエントリー / Last Entry）

36F  「タボラ36」  / Tavola36
ご予約・お問い合わせ For Reservations　　全席禁煙 No Smoking in all Venues
06-6646-5125  

INDULGE IN DELICIOUSLY HEALTHY AND IMMUNE BOOSTING EATS featuring
Chicken Detox Soup with Carrots and Flax Seeds, Shrimps with Immune -Boosting Ginger and Garlic, Trio of Super 

Food: Salmon, Spinach and Roasted Almonds, Soy Cream Granola Par fait , Green Endurance Smoothie

美味しい、ヘルシー、カラダに嬉しい免疫力強化のメニューをご用意いたします
チキンデトックススープ 人参と亜麻の実、海老 免疫増強 生姜･ニンニク風味、スーパーフードのトリオ: サーモン、ホウレン草とロー
ストアーモンド、ソイクリームグラノーラパフェ、グリーンスムージー

金曜日 ハッピーフライデー！ | H A PPY FR IDAY

6月の毎週金曜日は、3名様のご利用で1名様のランチブッフェが無料に！
1 FREE LUNCH BUFFET for every 3 persons dining every Friday this June!

火曜日 レディースデー！ | L A DIES’ DAY TUESDAY

6月の毎週火曜日はランチブッフェのご利用で女性の方は無料でワインブッフェ付き！
FREE FLOW WINE BUFFET for ladies when availing the lunch buf fet this June!

FREE immune boost honey welcome drink for adults

and complimentary glass of Ginger Ale with cot ton candy for kids!

大人の方には蜂蜜を使った免疫力を高めるウェルカムドリンクを、
お子様にはジンジャーエールをグラス1杯、コットンキャンディー付きでサービス！

ENJOY A R AINBOW OF SWEET AND SAVOURY TREATS featuring honey and other nourishing ingredients!

蜂蜜その他の栄養成分を取り入れた、甘くて美味しいカラフルなスイーツやセイヴォリーの数々をお楽しみください！

土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

����.�/��~�/��　土･日/Sat , Sun

大人 ￥4,200 /お子様（4-12歳） \2,100
コーヒー、紅茶、ジュース付

Adult ￥4,200 / Child (4 -12 years old) ￥2,100

with Cof fee, Tea and Juice

大人 ￥4,800 / ワインブッフェ付 \5,800
お子様（4-12歳） \2,400
コーヒー、紅茶、ジュース付

Adult ￥4,800 / with Wine Buf fet ￥5,800

Child (4 -12 years old) ￥2,400

with Cof fee, Tea and Juice

大人 ￥4,500 /お子様（4-12歳） \2,250
コーヒー、紅茶、ジュース付

Adult ￥4,500 / Child(4 -12 years old) ￥2,250

with Cof fee, Tea and Juice

ランチブッフェ
Lunch Buffet

ブランチブッフェ
Brunch Buffet

「タボラ��」  パステル スイーツブッフェ
Tavola36 PASTEL SWEET BUFFET

・ 特に記載のない場合は上記料金にサービス料13%と消費税を別途加算させていただきます。
・ 他のご優待特典や割引と併用いただけない場合がございます。　・ 記載内容や料金は予告なく変更する場合がございます。　

・ 13% service charge and consumption tax will be added on your bill unless stated.
・ Other promotions, discounts or benefits may not be applicable.　・ Contents and prices may be revised without prior notice.

父の日ギフトボックス
Father's Day Gif t Box

明 石 の タコと 極 上 黒 毛 和 牛 の コ ース
A kashi Octopus and Pr ime Wag yu Beef

�名様 for one ¥ 16,000  2020. 6/1~6/21 �名様 for one ¥ 13,000  2020. 6/19~6/21

Hana-GoyomiMinami

・ライフ＆スタイル会員様向けパーティー券はご利用いただけません。
・入荷状況により、食材に変更がある場合がございます。
・L&S Party Ticket not applicable.
・Please be advised that dishes are subject to market availability.

父の日会席
Father's Day Kaiseki

父の日ディナー
Father’s Day Dinner

�名様 for one ¥ 5,000  2020. 6/19~6/21

Swiss Gourmet

スイーツ好きなお父さんに日頃の感謝を込めて贈る
焼き菓子の詰め合わせ

A n assor tment of baked sweets as a special token
to fathers with a sweet tooth.

［お父様にはビールまたはウイスキー「知多」を
グラス1杯サービス!］

［Fathers enjoy a FREE glass of beer or 

CHITA Japanese Whisky !］

・ライフ＆スタイル会員様向けパーティー券はご利用いただけません。
・L&S Party Ticket not applicable.

［お父様には生ビールをグラス1杯プレゼント］
・前菜  北海道産生雲丹と葛豆腐
・焼肴  金目鯛木の芽焼き
・合肴  オーガニックビーフフィレステーキ（60g）
・握り寿司  巻き寿司盛り合わせ を含む全8品

［FREE glass of beer as a special treat to fathers!］
・Appetizer  Hokkaido Sea Urchin and Kuzu Tofu

・Broiled Dish  Broiled Alfonsino with Leaf Bud

・Main Dish  Organic Beef Fil let Steak 60g

・Assor ted  Nigir i and Rolled Sushi

SH’UN
［6月21日にランチまたはディナーのご利用で、
お父様にはスパークリングワインをグラス1杯サービス！］

［FREE glass of sparkling wine for fathers when 

dining for lunch or dinner on Father’s Day, 21 June.］

Seasonal Specia l

Father's Day



・ 特に記載のない場合は上記料金にサービス料13%と消費税を別途加算させていただきます。
・ 他のご優待特典や割引と併用いただけない場合がございます。　・ 記載内容や料金は予告なく変更する場合がございます。　

・ 13% service charge and consumption tax will be added on your bill unless stated.
・ Other promotions, discounts or benefits may not be applicable.　・ Contents and prices may be revised without prior notice.

営業時間 Operation Hours

平日 / Weekdays  11：00-18：00
6F  「ザ･ラウンジ」  / THE LOUNGE
お問い合わせ For Reservations
06-6646-1111
全席禁煙 No Smoking in all Venues

営業時間 Operation Hours

11：30-15：00 / 17：30-21：00
定休日 月・火　Closed on Mon, Tue

6F  ワイン&ダイン「シュン」  / SH'UN Wine & Dine
ご予約･お問い合わせ For Reservations
06-6646-5122

・ランチ、ディナーともにご利用いただけます。
・ Available for lunch and dinner period.

メニュー

This menu includes

ニュートリシャスメニューとワインのセット
Nourishing Menu with Wine Set

2020. 6/3~6/28

・アミューズ : 帆立のバジル和え
・シェフのお勧め前菜 2 種盛（まめ鯵の南蛮漬 新生姜、明日葉のお浸し 鮪糸がき）
・創作串揚げ 8 種（車海老、近江牛 粒マスタードのせ、琵琶湖産 稚鮎、フルーツトマト カプレーゼ風

紫アスパラガス、高野豆腐と絹さや、 初カツオ 香味野菜のせ、紋甲イカとオクラの花）
を含む全 6 品

・Amuse: Scallops Dressed with Basil

・Chef Selection of 2 Appetizers (Pickled Deep-fried Bean Mackerel with Spring Ginger, Marinated Angelica Keiskei with Tuna Flakes)

・Selection of 8 Kushiage 

Tiger Prawn, Omi Beef with Mustard, Sweetfish from the Lake Biwa, High-Sugar-Content Tomato Caprese Style, Purple Asparagus

Koya-dofu Freeze-dried Bean Curd and Snow Peas, Spring Bonito with Potherbs on Top, Cuttlefish and Okra Flower

1名様 for one ¥ 13,000

1名様 for one ¥ 19,000

プルミエメニュー ‒ ドリンク�杯付

Premier Menu - with 2 glasses of wine

グランメニュー ‒ ドリンク�杯付

Grand Menu – with 3 glasses of wine

コース料理のご注文で、女性の方はスパークリングワイン、白ワインまたは赤ワインとソフトドリンクを
無料でお楽しみいただけます。ただし�名様以上のご利用に限ります。

Ladies enjoy unlimited spark l ing, white or red w ine plus sof t dr inks when order ing a course 
meal! Valid for reservations of four people or more.

営業時間 Operation Hours

11：30-15：00 / 17：30-20：30
10F  鉄板焼「みなみ」  / Minami Teppanyaki Restaurant
ご予約・お問い合わせ For Reservations
06-6646-5128

全席禁煙 No Smoking in all Venues

Lunch – 60 minutes   Dinner – 90 minutes

時間制限： ランチ - 60分間　ディナー - 90分間

免疫力を高めるフリー ドリンク！6月1日～6月30日まで、ディナーコースをご注文のお客様には、
デザートに腸内環境を良くするヨーグルトを使ったドリンク「ラッシー」をグラス1杯無料でご提供します。
FREE IMMUNE BOOSTING DRINK! Dr ink to your heal th wi th a complimentary glass of yogur t based 

drink Lassi to pair with your dessert from 1 – 30 June.

火曜日 女性のお客様はフリーフロードリンク付き
Free A ll You Can Drink Tuesday For Ladies

�名様 for one ¥ 1,000 2020. 6/1~6/30

Complement your hearty meal with gril led garl ic from Aomori Prefecture. 
Packed with medicinal propert ies, enhance the f lavours of your food and combat sickness.

青森県産のニンニクを使ったホイル包焼きを全てのコースに追加でご用意いたします。スタミナアップ
と免疫力向上に効果があるとされるニンニクで料理の風味づけや味のアクセントをお楽しみください。

ニンニクを使ったホイル包焼き
Grilled Foil Wrapped Garlic

2020. 6/1~7/31

営業時間 Operation Hours

11：30-15：00 / 17：30-20：30
10F  日本料理「花暦」 / Hana-Goyomi Japanese Restaurant
ご予約・お問い合わせ For Reservations
06-6646-5127

フリー バイタリティー ドリンク！消化を促進し、免疫力を高めるビタミンDと乳酸菌が含まれたドリンク、「ラッシー」を
お食事の終わりに、グラス1杯無料でご提供します。 
FREE VITALITY DRINK! Finish your meal with a complimentary glass of yogurt based drink Lassi, 

for digestive benefits and immune boosting Vitamin D and Lactic Acid. 

E nd t he d ay w i t h a  he a l t hy rew a r d o f  s t re n g t h 
boost ing kaiseki dinner featuring nutr it ious nat to, 
miso, yuba soy milk skin and unagi eel.

栄養たっぷりの納豆、味噌、湯葉、うなぎを使った、
パワー増強の会席料理で�日を締めくくってください。

バイタリティー ディナー
Vitality Dinner

H a ve  yo u r  f i l l  o f  a  s i x - c o u r s e  l u n c h f e a t u r i n g  
probiot ic - r ich , a nt ibac ter ia l  a nd s t reng t hen i ng 
elements such as fer mented ing red ients , ga rl ic , 
wasabi and ginger.

発酵成分、ニンニク、わさび、生姜などの、カラダに良い
影響を与える善玉菌が豊富で、抗菌性と強化要素を備
えた � コースのランチをご満喫ください。

バイタリティー ランチ
Vitality Lunch

�名様 for one ¥ 4,900 2020. 6/1~6/30 �名様 for one ¥ 17,000 2020. 6/1~6/30

Bring the outdoors in with this June’s af ternoon tea set , featuring natural and healthy ingredients,
such as honey and matcha.

蜂蜜や抹茶の自然かつ健康的な食材を使った � 月のアフタヌーンティーセットで、アウトドア気分をお楽しみください。

�名様 for one ¥ 3,650 2020. 6/1~6/30
モンジャルダン アフタヌーンティーディライト
Mon Jardin A f ternoon Tea Delight

Have a zest for l i fe with a healthy twist 
featuring honey, lemon, peppermint and lemongrass!

蜂蜜、レモン、ペパーミント、レモングラスを使い
ヘルシーなツイストを効かせたドリンクでエネルギッシュに！

�名様 for one ¥ 1,800 2020. 6/1~7/31
ゼスティーモヒート
Zesty Mojito

Fight disease and infect ion with every sip of warm herbal tea. 
Detoxify with your choice of BIO herbal tea f lavour from Germany.

温かいハーブティーを少しずつ摂取し、病気や感染に負けないカラダ作りを！
ドイツ産のBIOハーブティーからお好きなフレーバーをお選びいただき、
デトックス効果を感じてください。

�名様 for one ¥ 1,700 2020. 6/1~6/30
ハーブティー
Herbal Tea

Featuring green tea from Tsuboichi, a tea special ist company for 157 years, take advantage of matcha’s
antioxidant benef its coupled with better heart health from soy milk.

老舗の茶舗として ��� 年の歴史をもつ、つぼ市製茶本舗の緑茶を使用しました。
抗菌・抗ウイルス作用のある抹茶やほうじ茶と健康志向の豆乳が濃縮された味わい深いラテをお召し上がりください。

�名様 for one ¥ 1,000 2020. 6/1~7/31
抹茶豆乳ラテ / ほうじ茶豆乳ラテ
Soy Milk Matcha Latte or Houjicha Latte

･Appetizers: Hokkaido Sea Urchin Wrapped with Yuba

･Clear Soup: Suppon Softshell Turtle Dumpling

･A Selection of Sashimi

･Broiled Dish: Broiled Cutlass Fish Wakasa Style

･Main Dish: Japanese Beef Fillet Steak

･Braised Dish: Unagi Eel Yanagawa Style

･Rice Dish Ayu Sweetfish Porridge or Rice with Dried Young 

Sardin (Steamed Rice), Miso Soup and Japanese Pickles

･Red Meat Melon from Kumamoto and Assorted Seasonal Fruits

This menu includes

･小鉢二品　･造里　･オーガニックビーフステーキ
･焚合せ　･食事･留椀･香物　･水物　

･Amuse  ･Sashimi  ･Organic Beef Fillet Steak

･Braised Dish  ･Rice (Seasonal  Rice or Whi te Rice) ,  

Miso Soup and Japanese Pickles  ･Dessert

メニュー

This menu includes

･前菜: 北海道産雲丹湯葉巻き　　･吸物: 丸スープ仕立て
･造里: (本日のお薦め)縞鯵、蛸湯洗い、奄美鮪など
･焼肴: 太刀魚若狭焼き　　･合肴: 国産牛フィレステーキ
･煮物: 鰻柳川鍋　　
･食事: 鮎雑炊 または じゃこ御飯、留椀、香物
･水物: 熊本産赤肉メロンと旬の果物盛り合せ

メニュー

営業時間 Operation Hours

11：30-15：00 / 17：30-20：30
10F  中国料理「エンプレスルーム」  / Empress Room Chinese Restaurant
ご予約・お問い合わせ For Reservations
06-6646-5129  

エンプレスルーム特製の季節の味覚を取り入れた前菜。
栄養価の高い生姜やドラゴンフルーツ、夏野菜、湯葉と野菜の燻製等をご用意しました。
ランチとディナーにご利用いただけます。

Indulge for your health with Empress Room’s featured seasonal appetizer, 
highlighting nutritious and beneficial ingredients ginger, dragon fr uit,  summer 
vegetables and soy milk skin. Available for lunch and dinner.

バイタリティー 前菜プラッター
Vitality Appetizer Platter

� 名様 for one ¥ 2,400 2020. 6/1~6/30

滋養強壮作用があるとされる伝統的な中国のハーブドリンク、五加皮酒（ウーカーピーチュー）で健康を応援しましょう。 
ロックまたはソーダ割りでお楽しみいただけます。

Say cheers to your health with traditional Chinese herbal drink Wu Jia Pi, known for combating 
wind dampness. Best ser ved on the rocks or with soda.

バイタリティー ドリンク
Vitality Drink 

�名様 for one ¥ 800 2020. 6/1~6/30

個室を � 名様以上でご予約、ランチまたはディナーのコースセットメニューをご注文いただくと、
北京ダックをお � 人様ずつに無料でサービス！

Reser ve our private room for a minimum of six persons and order a course set menu for lunch or dinner, 
and each diner enjoys a FREE ser ving of Peking Duck!

個室のご提供
Private Room Offer

2020. 6/1~6/30

メニュー

This menu includes

・90 分制  ・アラカルトもご用意しております。

［平日］
大人 ￥3,900 / お子様（4-12 歳） \1,950

・一皿 \1,000 で一品料理追加可

［土・日・祝］
大人 ￥4,400 / お子様（4-12 歳） \2,200

・￥1,000 でおかずメニュー食べ放題。

・90 min for order  ・A la carte is also available.

［Weekdays］
Adult ￥3,900 / Child（4-12 years old） ¥1,950

・A la carte menu ￥1,000 per plate

［Sat, Sun and National Holidays］
Adult ￥4,400 / Child（4-12 years old） ¥2,200

・Extra ¥1,000 for à la carte buffet.

大人1名様につき、飲茶オーダーブッフェのご注文でお子様1名に飲茶オーダーブッフェを無料でご提供！
Avail the dim sum buf fet for lunch and one child eats free for every full paying adult!

キッズフリー！ | K ids Eat Free!

飲茶オーダーランチバイキング
Dim Sum Feast - Order Style Buffet

前菜や点心、デザートなど全 �� 種類の飲茶を
オーダーバイキングスタイルでご提供いたします。
一級点心師おすすめの飲茶を心ゆくまでお楽しみください。

Feast to your hear t's content with more than 70 kinds of savour y and sweet dim sum
prepared by our f irst - class dim sum master.

・Smoked Duck　・Wagyu Beef Dumpling　・Vermicelli and Vegetable Bun

・Steamed Jasmine Rice with Pork and Chicken in Lotus Leaf　・Coconut Milk Jelly

・Steamed Black Sesame Panda Bun

・鴨のスモーク  ・和牛焼売  ・春雨と野菜入りまんじゅう  
・鶏肉と豚肉入りジャスミンライスのおこわ
・ココナッツミルクゼリー  
・黒胡麻餡入りパンダまんじゅう を含む全 77 品

営業時間 Operation Hours

7：30-20：00
6F  「スイスグルメ」 / Swiss Gourmet
お問い合わせ For Reservations
06-6646-1111  


