
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

Twitterで、フォロー！  Follow us on Twitter!
@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/

Swissôtel  Nankai Osaka

VOL. 1515 /  AUGUST, SEPTEMBER,OCTOBER  202020

SWISS LEVEL
SWISSOTEL NANKAI OSAKA / Live It Well in Osaka

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

Twitterで、フォロー！  Follow us on Twitter!
@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/

Swissôtel  Nankai Osaka

スイスホテル南海大阪はこの度、試験、検査、調査のグローバルリーダーである
ビューローベリタス社とアコーが共に開発し、
そして認証された「グローバルALLSAFEプログラム」を導入いたしました。
このプログラムに加え、地方自治体の規制に沿って厳重な作業手順を確立し、
安全対策を強化することで、ゲストの皆様と従業員の安全を確保するよう努めてまいります。

The Swissôtel Nankai Osaka has implemented the global ALLSAFE program,
developed and vetted specifically for Accor by Bureau Veritas,
a recognized global leader in testing, inspections and investigations.
In line with this program and the local government ’s regulations,
the hotel has established stringent operational procedures and enhanced
measures to ensure guests’ and employees’ safety.

詳細については、QRコードをスキャンするか、
bit.ly/RedefiningLiveItWell-JPにアクセスしてください。

For more information, scan the QR code or visit bit.ly/RedefiningLiveItWell.



ランチブッフェ
Lunch Buf fet

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 Coffee, Tea and Juice

・大人1名様につき、お子様（4-12歳）1名が無料でランチブッフェまたはブランチブッフェをお楽しみいただけます。
・One child between 4-12 years enjoy a FREE lunch or brunch buffet for every full paying adult.

2020. 8/1～8/31

キッズフリー
Children Eat Free!

ブランチブッフェ  
Brunch Buffet

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

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）
ディナー Dinner
当面の間休業とさせていただきます。最新情報は、ホテルホームページまたは06-6646-1111にてご確認ください。
Dinner service is temporarily unavailable. Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

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  
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・ 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.

バイタリティー、ステイ ヘルシー

Vitality, Stay Healthy!

ソウルフード

Soul Food

ハロウィン

Halloween
8月
August

9月
September

10月
October

コーヒー、紅茶、ジュース付

Adult ￥4,800 / with Wine Buffet ¥5,800
Child（4-12 years old） ¥2,400
with Coffee, 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



鰻定食
Eel Set Menu

1名様 for one ¥ 6,500 2020. 7/1～8/31

スイーツブッフェ  
Sweet Buffet

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

パステル

Pastel

収穫祭

Syukaku - Sai

ハロウィン

Halloween

コーヒー、紅茶、ジュース付

Adult ￥4,500
Child（4-12 years old） ¥2,250
with Coffee, Tea and Juice

大人 ￥4,500
お子様（4-12歳） ¥2,250

8月
August

9月
September

10月
October

鱧と和牛コース
Pike Conger and Wagyu Beef

1名様 for one ¥ 15,500
ご予約制 Reservations are required. 2020. 8/1～8/31

・特別メニューの為、全ての会員様の割引は最大15%までとさせていただきます。
・Member’s discount of 15% applies for this special offer.

This menu includes
・Appetizer：Boiled Spinach and Taro Stem Dressed with Sesame, Eel Cucumber Salad
・A Selection of Sashimi：Sea Bream （Today’s Seasonal Fish）
・Broiled Dish：Grilled Japanese Eel Served with Sauce or Plain Grilled

This menu includes

メニュー
・先附け二種：方蓮草と芋茎胡麻浸し、鰻ざく
・造里：真鯛（本日のお造り）・焼き物：国産鰻蒲焼きまたは白焼き を含む全6品

脂の乗った肉厚な鱧を使った鱧ざくや鱧ちりに加え、和牛をローストビーフと冷しゃぶでお楽しみいただける
会席をご用意いたしました。

Enjoy a specially prepared Kaiseki featuring a traditional delicacy Pike Conger Eel, 
paired with roasted Wagyu beef, shabu - shabu and seasonal vegetables.

ホテルの最上階に位置する「タボラ３６」で、息をのむほど美しい都会の景色を一望しながら、
スイーツとセイヴォリーの数々をお楽しみください。
季節ごとに新しく生まれ変わるテーマとフリーフロードリンクで贅沢な週末を。

Delight in a medley of sweet and savoury treats as you enjoy breathtaking views of the city at Tavola36,
located in the topmost f loor of the hotel. Live It Well with a weekend indulgence of our ever changing
seasonal themes, paired with free f low drinks for a refreshing experience.

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）
ディナー Dinner
当面の間休業とさせていただきます。最新情報は、ホテルホームページまたは06-6646-1111にてご確認ください。
Dinner service is temporarily unavailable. Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

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  

・特別メニューの為、全ての会員様の割引は最大15%までとさせていただきます。
・Member’s discount of 15% applies for this special offer.

営業時間 Operation Hours
11：30-15：00 / 17：30-21：00

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

・ 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。　 0403

・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.



秋の味覚御膳 
Autumn Gozen

1名様 for one ¥ 5,500 2020. 9/1～9/30

黒毛和牛と松茸 
Prime Wagyu and Matsutake Mushroom

Price from ¥ 2,300～ 2020. 10/1～10/31

・ライフ&スタイル会員様向けのパーティー券はご利用いただけません。・ランチタイムのみご利用いただけるメニューです。
・L&S Party Ticket is not applicable. ・This menu is available during lunch period only. ・特別メニューの為、全ての会員様の割引は最大20%までとさせていただきます。

・Member’s discount of 20% applies for this special offer.

・先附け：松茸酒煎り
・御膳 造里：戻り鰹叩き 秋刀魚昆布〆
・焼物：長崎産かます若狭焼き
・焚合せ
・食事：滑子御飯または白御飯、留め椀、香物
・水物：季節のプリン 

メニュー This menu includes
・Appetizer：Matsutake Mushroom Cooked with Sake
・A Selection of Sashimi：Bonito, Saury Kelp Flavor
・Broiled Dish：Wakasa Style Kamasu Barracuda from Nagasaki 
・Hot Dish
・Mushroom Rice and Seaweed or Steamed Rice,

Miso Soup and Japanese Pickles
・Dessert：Seasonal Pudding

・土瓶蒸し ・松茸の天婦羅 ・焼き松茸（入荷状況によります）・和牛いちぼローストビーフ ・和牛ロースと松茸すき煮風 

一品料理

À la carte offer
・Clear Soup in Clay Pot  ・Matsutake Mushroom Tempura  ・Grilled Matsutake 
・Roasted Wagyu Rump  ・Wagyu Loin and Matsutake Sukiyaki Style

メニュー
・先附け
・吸物：土瓶蒸し
・季節の弁当
・食事：栗御飯または白御飯、香物
・水物：季節のプリン 

This menu includes
・Appetizer
・Clear Soup in Clay Pot
・Seasonal Bento Box
・Chestnut Rice or Steamed Rice, Japanese Pickles
・Dessert：Seasonal Pudding

料理長花田浩之を筆頭に職人が丹精を込めて作り上げた一品一品をお楽しみいただける、
日本料理「花暦」のおせち料理のご予約受付を2020年9月15日（火）より開始いたします。

The Japanese traditional Osechi Box - meticulously prepared by our Chefs at Hana - Goyomi.
 Reservations accepted from Tuesday, 15 September.

営業時間 Operation Hours
11：30-15：00 / 17：30-21：00

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

・料金は消費税を含みます。・11月30日（月）までのご注文で¥5,000の割引をさせていただきます。
・特別メニューの為、全ての会員様の割引は最大10%までとさせていただきます。
・Prices are inclusive of consumption tax. ・JPY 5,000 discount is applicable for reservation by Monday, 30 November.
・Member’s discount of 10% applies for this special offer.

おせち重三段（和風ローストビーフ付き）

Three - Layer Osechi Box (with Japanese Roasted Beef )
¥ 60,000

おせち重三段

Three -Layer Osechi Box 
¥ 55,000

秋の味覚弁当
Autumn Lunch Bento Box

1名様 for one ¥ 6,500 2020. 10/1～10/31
おせち
Osechi Box

2020. 9/15～12/15

・ライフ&スタイル会員様向けのパーティー券はご利用いただけません。・ランチタイムのみご利用いただけるメニューです。
・L&S Party Ticket is not applicable. ・This menu is available during lunch period only.

05 06
・ 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.



国産牛のロッシーニスタイルランチメニュー
Japanese Beef Rossini Style Lunch 

1名様 for one ¥ 6,650 2020. 7/1～8/31

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　 全席禁煙 No Smoking in All Venues
06-6646-5128

メニュー
・合鴨のスモークサラダ ・ガーリックトースト（おかわり自由）
・国産牛のロッシーニスタイル 焼き野菜添え（国産牛80g、フォアグラ40g）
・シャーベット2種 ・1ドリンク付（ビール、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク）

ランチ1名様 ¥8,800 / ディナー1名様 ¥16,000

This menu includes
・Smoked Duck Salad ・Garlic Toast（Free Refills）
・Japanese Beef Rossini Style with Scorched Vegetables （Japanese Beef 80g and Foie Gras 40g）
・Sorbet （2 flavors） ・ A glass of complimentary drink（Beer, Red Wine, White Wine or Soft Drink）

Lunch ¥8,800 for one / Dinner ¥16,000 for one

・グラスワイン（赤、白、ロゼ、スパークリング）の中から、ランチタイムはグラス1杯、ディナータイムはグラス2杯をお選びいただけます。

・ 1 Glass of Wine（Red, White, Rose or Sparkling）for lunch period.
・2 Glasses of Wine（Red, White, Rose and/or Sparkling）for dinner period.

ブランド和牛スペシャル
Branded Wagyu Special

1名様 for one ¥ 20,000 2020. 7/1～10/31

ソムリエ厳選のワインと黒毛和牛サーロインの生ハムセット
Wagyu Beef Sirloin Bresaola and Sommelier's Fine Choice of Wines 

2020. 9/1～10/317月・8月
July, August

イサキとA5等級 黒毛和牛ディナー

Isaki Chicken Grunt and A5 Rank Wagyu Beef Dinner

9月・10月
September,October

松茸、あま鯛とA5等級 黒毛和牛ディナー

Matsutake Mushroom, Tilefish and A5 Rank Wagyu Beef Dinner

・ライフ&スタイル会員様向けのクレイジーウェンズデー特典はご利用いただけません。
・ L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.

メニュー
・7品目の彩りサラダ ・神戸ビーフステーキカレー 焼き野菜添え（神戸牛70g）・フルーツ盛り合わせ 

This menu includes
・7-Coloured Garden Salad ・Special Kobe Beef Curry with Scorched Vegetables（Kobe Beef 70g）
・Assorted Fruits

・ライフ&スタイル会員様向けのクレイジーウェンズデー特典はご利用いただけません。
・ L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.

1名様 for one ¥ 10,000 2020. 7/1～8/31
みなみ特製 神戸ビーフステーキカレー
Minami’s Signature : Special Kobe Beef Curry

・ 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.07 08



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

五彩小龍包スペシャル
5 Elements Xiao Long Bao Special

2020. 10/1～10/31

エンプレスルーム特製 月餅 
Empress Moon Cake Festival

アラカルト 5個 ¥1,800 / セットランチ 1名様 ¥5,800

中国では伝統的な中秋節で、親しい人に月餅を贈る習慣があります。今年の中秋の名月は10月1日（木）です。
「エンプレスルーム」の特級点心師チョウ･リーによる特製の月餅をお楽しみください。

September marks the traditional Chinese mid-autumn festival when family and friends gather
to celebrate with moon cake. Empress Room's Master Chef Zhang Li prepares his signature moon cake
for the season.

3個入りThree pieces  ¥ 1,000
5個入りFive pieces  ¥ 1,500 2020. 9/1～10/31

オマール海老スペシャル
American Lobster Special

¥ 11,000 2020. 9/1～9/30

・90分制  ・アラカルトもご用意しております。  ・プラス￥1,000で一品料理メニューも食べ放題。
・90 min for order  ・A la carte also available.  ・Extra￥1,000 for à la carte is also available.

［平日］
大人 ￥3,900 / お子様（4-12歳） ¥1,950
［土・日・祝］
大人 ￥4,400 / お子様（4-12歳） ¥2,200

［Weekdays］
Adult ￥3,900 / Child（4-12 years old） ¥1,950
［Sat, Sun and National Holidays］

Adult ￥4,400 / Child（4-12 years old） ¥2,200

［下記よりお好みの調理法をお選びいただけます。］
・刺身
・蜂蜜とガーリック風味
・葱生姜風味
・ガーリック風味の蒸し物
・XO醤炒め

［Choose your preferred style of cooking.］
・Sashimi
・Baked with Honey & Garlic
・Baked with Spring Onions & Ginger
・Steamed with Fragrant Garlic Sauce
・Wok Fried with XO Sauce

À La Carte Basket（5pcs） ¥1,800  / Set Lunch Menu ¥5,800 for one

・上記料金に消費税を別途加算させていただきます。
・期間中「エンプレスルーム」の他、6F「スイスグルメ」でも販売しております。
・ライフ＆スタイル会員は15%割引（クレイジーウェンズデー適用外）、エディタブルズクラブ会員は10%割引、
フィットネス会員は15％割引とさせていただきます。
・ Consumption tax will be added on your bill.　
・Available for sale at the Empress Room Chinese Restaurant and Swiss Gourmet located at the Lobby Level.
・15% discount for L&S members（Not applicable to Crazy Wednesday）, 
  10% discount for editables club members and 15% discount for Fitness Club members.

前菜や点心、デザートなど全77種類の飲茶と季節のスペシャルをオーダ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 heart's content with more than 70 kinds of savoury and sweet dim sum, plus seasonal specials
prepared by our f irst - class dim sum master.

飲茶オーダーランチバイキング
Dim Sum Feast - Order Style 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. 1009



営業時間 Operation Hours
11：30-15：00 / 17：30-21：00

定休日 Closed on
月・火  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

季節の串コース「きのこ」
Kushiage Mushroom Course

1名様 for one ¥ 8,250 2020. 9/2～10/31

プレミアム ワインディナー
Premium Wine Dinner

2020. 8/27, 9/24, 10/23

ご予約制 Reservations are required.

・料金はサービス料13%と消費税を含みます。
・ライフ&スタイル会員様向けのパーティー券の利用はご利用いただけません。（1組様につき5,000円券1枚をご利用いただけます。）
・ Prices are inclusive of 13% service charge and consumption tax.
・L&S Party Ticket is not applicable. JPY 5,000 voucher is applicable per group.

季節の串コース「夏」
Kushiage Summer Course

1名様 for one ¥ 8,250 2020. 7/1～8/31

This menu includes
・Marinated Mushrooms ・Chef's Selection of 2 Appetizers（Boiled and Seasoned Mushrooms）
・Selection of 8 Kushiage ・Mushroom Rice with Mitsuba Green on Top, Dashi Stock
・Seasonal Fruit Selection

メニュー
・きのこの和え物 ・シェフのお勧め前菜2種盛（茸と海鮮お浸しなど）
・車海老、近江牛粒マスタードのせを含む創作串揚げ8種 ・きのこ入り混ぜ御飯、出汁茶漬
・季節のフルーツ盛り合わせ を含む全7品

メニュー
・アミューズ ・シェフのお勧め前菜 2種盛 ・車海老、近江牛粒マスタードのせを含む創作串揚げ8種
・鰻のせ冷たいおうどん（8月） ・季節のフルーツ盛り合わせ を含む全7品

This menu includes
・Amuse ・Chef ’s Selection of 2 Appetizers
・Selection of 8 Kushiage ・Cold Udon with Unagi Eel（August）・Seasonal Fruit Selection

・季節の状況により一部内容が変更になる場合があります。
・Some seasonal ingredients are subject to change without prior notice.

ワインセミナー＆ランチ
Wine Seminar and Lunch

1名様 for one ¥ 7,500 2020. 8/20 , 9/17, 10/15
ご予約制 Reservations are required.

・8/20 スパークリングワイン　9/17 ドイツ　10/15 秋のワインセレクション
・August 20 - Sparkling Wine　September 17 - Germany　October 15 - Autumn Wine Selection

・料金はサービス料13%と消費税を含みます。・すべての割引及び優待特典はご利用いただけません。
・Prices are inclusive of 13% service charge and consumption tax.・Discounts not applicable.

11 12
・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.

・ 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。　

自然派ワイン

Natural Wine and Summer Menu
1名様 for one ¥ 25,000 8/27

秋の味覚

Autumn Delicacy
1名様 for one ¥ 27,000 9/24

きのこ

Mushroom
1名様 for one ¥ 24,000 10/23

国際的に有名な米国のワイン専門誌「ワインスペクテーター」のアワード・オブ・エクセレンスを
2008年に受賞。2009年から2020年まで連続して「ベスト・オブ」タイトルを獲得したワインリストが自慢。

Delight in an award winning international wine list. SH’UN has won the 2008 Award of Excellence
and 2009 to 2020 “Best Of ” t itle from wine appreciation publication, Wine Spectator.



アフタヌーンティーを楽しみながら、ゆったりとした癒しのひとときをお過ごしください。
Live in the moment and enjoy a pleasurable pause over afternoon tea.

灼熱の夏に涼をとるには、日本の夏の風物詩、シャクシャクひんやり「かき氷」。
甘酸っぱい「いちご」と香り際立つ「コーヒー」フレーバーをご用意。 

Add sparkle and cool off on a hot summer’s day with a well-loved
local treat, Kakigori, featuring tart strawberries or bold coffee.

1名様 for one ¥ 3,650
アフタヌーンティー ディライト
Af ternoon Tea Delight

祭り

MATSUR I Japonais
8月
August

ハロウィン

Halloween
10月
October

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　 全席禁煙 No Smoking in All Venues
06-6646-1111  

かき氷
Kakigori 

2020. 7/1～8/31

シーズナルティー
Seasonal Tea

2020. 9/1～10/31各 each ¥ 1,500

各 each ¥ 1,800

シャンパンゴールド

Champagne Gold
9月
September

スパークリング ストロベリーかき氷

Sparkling Strawberry Kakigori

スパークリング ティラミスかき氷

Sparkling Tiramisu Kakigori

ワイルドベリーティー

Wild Berry Tea 

ザクロティー

Pomegranate Tea

ホットアップルパイティー

Hot Apple P ie Tea

果実の香りをまとった季節の紅茶で至福の時を。
「ザ・ラウンジ」のスイーツやセイヴォリーと合わせてお楽しみください。 

Take a sip of pleasure with our fruity seasonal teas - best paired with
our sweet or savoury of ferings at The Lounge.
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・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.
・ 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



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  

マンスリーケーキ
Monthly Cake

¥ 12,000 2020. 9/15～10/31

ハロウィン ギフトバスケット
Halloween Hamper

「ナイトメアクッキー」や「Boo !クッキー」などハロウィンにぴったりのスイーツに、「タボラ36」スイーツブッフェ
ペアご招待券がセットになった、ハロウィン限定バスケットをお届けします。

A limited - edition basket f illed with Halloween sweets such as Nightmare Cookies and Boo! Cookies,
Tavola36 Sweets Buf fet voucher for two, and more.

・ご注文後、ご用意まで30分程度かかります。
・30 minutes to prepare after ordering. 

メニュー
・スケアリーハロウィンクッキー ・ナイトメアクッキー ・Boo!クッキー
・スイスホテル マシュマロ・スイスホテル ミックスクッキー
・スイスホテル バナナケーキ ・「タボラ36」ハロウィン スイーツブッフェ ペアチケット

This menu includes
・Scary Halloween-themed Cookie ・Nightmare Cookies
・Boo!  Cookies ・Swissôtel Marshmallow ・Swissôtel Assorted Cookies
・Swissôtel Banana Cake ・Halloween-themed Sweet Buffet Voucher for 2 people

怖かわいい見た目と
まろやかな甘味のミスマッチを楽しむ、
ハロウィンの時期限定のレアチーズケーキ。
A seasonal spooky cute cheesecake
available only during the Halloween season,
featuring mild hints of sweetness.

器まで食べられる一風変わったスイーツ。
チョコレートの器にコーヒーゼリーやコーヒームースを詰め、
生クリームで蓋をした大人の一品。
Enjoy a boost of caffeine with coffee jelly
and coffee mousse in a rich chocolate bowl, 
finished off with fresh cream.

ゴロッとしたアップルマンゴーをゼリーで
包んだ夏らしいタルト。
甘酸っぱい風味が口の中に広がります。
A summer tart with jelly-wrapped
apples and mangoes, bursting with sweet
and tart flavours.

ハロウィン チーズケーキ

Halloween Cheesecake
10月
October

カプチーノ

Cappuccino

アップルマンゴータルト

Apple Mango Tarte

9月
September

8月
August

¥ 525
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・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.

・ 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。　

¥ 525

¥ 525



サマーパーティープラン 忘新年会プラン

チューリッヒ
1名様 ¥10,000

ジュネーブ
1名様 ¥12,500

ザ・スイス
1名様 ¥15,500

飲み放題メニュー ビール・ワイン（赤･白）・焼酎（麦･芋）・日本酒※・梅酒・ウィスキー・カクテル、ノンアルコールビール・
ノンアルコールカクテル・ソフトドリンク各種
※日本酒は中国酒に変更できます。

2020
7/1-9/30

西洋ブッフェ料理、西洋卓料理、中国卓料理

フリードリンク（2時間制） 

ビール、ウィスキー（ハイボール･水割り･ロック）、
カクテル、ノンアルコールビール、ソフトドリンクさらに下記より1名様あたり￥500で1アイテム、
￥750で2アイテム、￥1,000で3アイテムをフリードリンクに！
ワイン（赤･白）、焼酎（麦・芋）、日本酒、中国酒

2020
11/1

2021
2/28

お料理（お好みのスタイルをお選びください） 
1名様 ¥7,000  

・料金はすべてサービス料、税金を含みます。・ブッフェは30名様以上、卓料理は15名様以上でお申込みください。
・ビールの銘柄について、ご指定がございましたら事前に係までご相談ください。
・料金には会場使用料、音響（BGM･マイク2本）が含まれております。
・ご利用時間は2時間まで、延長料金はお一人様30分 ￥500（税･サ込）とさせていただきます。
・セットプランのため、ご参加のお人数分のご注文とさせていただきます。

・8階 浪華、35階 宴会場をご利用の際は、追加料金としてお一人様￥1,000（税･サ込）を頂戴いたします。
・料金には、お料理、お飲物、会場使用料、音響（BGM･マイク）、ステージ使用料、消費税･サービス料が含まれております。
・各プランともご利用時間は2時間までとさせていただきます。・延長料金（30分）：お一人様￥1,000（税･サ込）
・ブッフェは30名様以上、コース料理・卓料理は15名様以上でお申込みください。
・セットプランのため、ご参加の人数分のご注文とさせていただきます。　

30名様以上のご利用 ランチペア1組ご招待
50名様以上のご利用 さらにアフタヌーンティーペア1組ご招待

30名様以上のご利用 ディナーペア1組ご招待
50名様以上のご利用 さらにアフタヌーンティーペア1組ご招待

30名様以上のご利用
ランチペア1組ご招待  ディナーペア1組ご招待

特典

特典

特典

西洋ブッフェ、西洋卓料理、
中国卓料理

西洋コース、西洋ブッフェ、
西洋卓料理、中国卓料理

西洋コース、西洋ブッフェ、
西洋卓料理、中国卓料理、会席料理 

ホテル自慢のお料理で忘年会・新年会をお楽しみください。
魅力的な特典も嬉しい期間限定のプランです！

なんば駅直結。アクセス抜群の駅上バンケットなら、暑い時期のパーティーも快適に！
スイスホテル南海大阪で気心の知れたお仲間との楽しいひと時を
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セレモニープラン-チャペル式

［プランに含まれるアイテム］
挙式料（チャペル式） / ご親族控室 / 式次第 / フラワーシャワー / 

お衣裳（ご新郎様、ご新婦様洋装各1点） / 美容着付（上記お衣裳分） / 
ご新婦様介添料 / 記念写真1ポーズ（3枚1組六切）

¥280,000
プライベートウエディングプラン

［プランに含まれるアイテム］
お料理 / お飲物 / ご会食会場 / テーブル装花 / 

 基本音響 / 席札および席札筆耕料

10名様 ¥230,000  お1人様追加料金 ¥17,000

・お衣裳：ご新郎様8万円まで、ご新婦様25万円までのお衣裳をお選びいただけます。
・お選びいただくチャペルによって差額を頂戴する場合がございます。

□□挙式･ご会食当日 お二人のご宿泊ご招待 □挙式･ご会食出席者のご宿泊ご優待 □追加衣裳割引

特典 ・ 特典は、挙式プランとご会食プラン両プランをお申し込みいただいた場合に適用されます。
・ 料金にはサービス料が含まれます。消費税は別途加算させていただきます。
・ 記載内容や料金は予告なく変更する場合がございます。

スプリング ウエディングプラン
おふたりのこだわりをお得に叶えることができる！

2021
4/1-6/30

20名様 ¥540,000  お1人様追加 ¥19,000  プラン / 料金 

さらに！ハネムーンのご紹介特別割引特典、ブライダルジュエリーのご紹介特別割引特典

とっておき極上
5大プレミアム特典

□ご新婦様2点目のドレス25万円（税別）分 プレゼント※1
□結婚式当日のご宿泊プレゼント・1周年記念ディナーご招待
□ブーケブートニアプレゼント

当プランに
含まれるアイテム

□会場費（ご披露宴会場･控室）・婚礼料理・お飲物
□日比谷花壇フラワーコーディネート・（メインテーブル･ケーキテーブル）
□サービス料・ウエディングケーキ（入刀用）・基本音響照明費・ご新婦様介添料

・ご披露宴会場により別途料金がかかることがございます。
・料金にはサービス料が含まれます。 消費税は別途加算させていただきます。
・記載内容や料金は予告なく変更する場合がございます。

※1 直営ドレスショップ「LUCE」限定の特典となります。

swissotel_romance
ご予約・お問い合わせ ｜ 06-6646-3111（ウエディング直通）
営業時間 ｜ 平日12：00 -19：00 / 土日祝 9：00 -19：00 毎水曜定休
ウエディングホームページ ｜ https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

プライベートウエディング・セレモニープラン
アットホームウエディングをお考えの方へ！

2021
12/31まで
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スイスレベル 特別オファー

Book until 31 October 2020 for stays until 30 November 2020. 
Call 06-6646-1111 or email Osaka@swissotel.com to reserve and mention promo code : SWISS LEVEL PROMO to avail!

・クラシックルーム料金 ¥18,000（税・サ込） 
・スイスアドバンテージルームに無料でアップグレード 
・館内レストランにて15％OFF（「スイスグルメ」、インルームダイニングを除く） 
・ご朝食をお一人様 ¥2,500の特別価格でご提供

・Classic Room Rate at JPY18,000, inclusive of taxes and service charge
・ Free Upgrade to Swiss Advantage Room
・15% Dining Discount in our Restaurants（except Swiss Gourmet and In Room Dining）
・ Discounted Breakfast Rate at JPY2,500 per person

都会のオアシスでほっと一息ついて、洗練された時をお過ごしください。クラシックルームをご予約いただくと、
無料でスイスアドバンテージルームにアップグレードするほか、お食事も割引にてお楽しみいただけます。　

Live It Well and take a relaxing break in the city. 
Book a classic room and enjoy a free upgrade to a Swiss Advantage Room, plus discounts on dining!

SWISS LEVEL Special Offer

2020年11月30日までのご宿泊を、2020年10月31日までにご予約ください。
ご宿泊のご予約はお電話 06-6646-1111 または メール Osaka@swissotel.com 、
ご予約時にプロモーションコード「 SWISS LEVEL PROMO（スイスレベル プロモ）」とお伝えください。

ライフ&スタイル本会員カードとサブメンバー会員カードをご提示いただいた場合、
タボラ36スイーツブッフェを1名様に無料でご提供いたします。（割引は併用いただけません）

ハッピーセレクト優待券1枚で、平日の飲茶オーダーランチバイキングを
1名様に無料でご提供いたします。（上限3枚まで）

5,000円割引優待券を1テーブルにつき最大3枚までご利用いただけます。
（ただし15,000円以上のご飲食ごとに5,000円割引優待券1枚のご利用とします）

パーティー優待券を全日ご利用いただけます。

ハッピーセレクト優待券をケーキセット2名様分にもご利用いただけます。

ハッピーセレクト優待券1枚で、タボラ36スイーツブッフェを1名様に無料でご提供いたします。（上限3枚まで）

ハウスワイン無料優待券でスパークリングワインをご注文いただけます。

8月

1月

2月

9月

10月

12月

11月

タボラ36

ライフ&スタイル会員様限定 レストラン特別オファー

特別会員組織「ライフ＆スタイル」
［年会費］ ￥75,000（税込）　［会員期限］ 1年間 TEL 06 -6646-5043（月- 金 / 9:00-18:00）

タボラ36

タボラ36

エンプレスルーム

すべてのレストラン

ザ・ラウンジ

タボラ36

エンプレスルーム

ハッピーセレクト優待券1枚で、タボラ36スイーツブッフェを1名様に無料でご提供いたします。（上限3枚まで）

宿泊プラン
Room Of fer
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