特別会員組織「ライフ＆スタイル」 TEL：06-6646-5043
Membership P rogram “ L i fe & St yle”

9：00 -18：00（月- 金｜Mon- Fri ）

［年会費｜Annual membership fee ］
￥75,000（税込） ［会員期限］1 年間 One year Validity
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
優待券特典 ｜ Cer tificates
［特典例］
□ 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

アビステホテルブティック スイスホテル南海大阪店
〜ライフ&スタイル会員様向け特典のご案内〜
会員特典 ｜ Life & Style Member Benefits
□ アクセサリー・ファッション小物10%
0% オフ

□ 10%
0% OFF:
OFF Costume Jewelries, Fashion Accessories

□ その他･アパレル商品 5% オフ

□ 5%
% OFF:
OFF Garments & Others

・他の特典 、サービスとの併用はできません。・一部対象外の商品もございます。
・The above discounts cannot be combined with any other promotions or benefits.
・Some products are exempted from the above discounts.

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 E-MAIL：osaka@swissotel.com

https://swissotelnankaiosaka.com/ja/
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.
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

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

swissotelnankaiosaka _ of ficial

SWISS LEVEL
SWISSOTEL NANKAI OSAKA / Live It Well in Osaka

VOL. 1 7 / JANUARY, FEBRUARY, MARCH

2021

H E A RT Y
I N D U LG E N C E
HANA- GOYOMI
バレンタインペア会席

MINAMI
2名様 for two

¥ 15,000

2021. 2 /7〜2 / 14

バレンタイン&ホワイトデー パッケージ

2021. 2 /7〜2 / 14, 3 /7〜3 / 14

Valentine's & W hite Day Package

Valentine's Pair K aiseki

すべてのコースに下記メニューを追加いただけます。

メニュー
・先附け ・温物 茶碗蒸し ・造里 本日のお薦め盛り合わせ
・組肴 鮮魚の若狭焼き 国産牛フィレ肉 ・焚合わせ 季節の野菜煮
・食事 雑炊 または 季節のご飯 ・水物 季節のフルーツ

［ランチ］1 名様 ¥2,500
・グラスワイン（ スパークリング、白または赤）
・チョコレートフォンデュ（ 3 / 7〜 3 /14はホワイトチョコレートフォンデュ）・コーヒーまたは紅茶

This menu includes
・Appetizer ・Hot Dish: Steamed Egg Custard
・Sashimi: A Selection of Seasonal Sashimi
・Main Dish: Broiled Fish Wakasa Style and Japanese Beef Fillet with Japanese Sauce
・Braised Dish: Braised Seasonal Vegetables
・Rice Dish: Porridge or Seasonal Steamed Rice ・Dessert: Seasonal Fruits
・ライフ＆スタイル会員様向けのパーティ券および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 and L&S Party Ticket are not applicable.

［ディナー］1 名様 ¥6,000
・グラスシャンパン ・ソムリエおすすめ白、赤グラスワイン
・チョコレートフォンデュ（ 3 / 7〜 3 /14はホワイトチョコレートフォンデュ）・コーヒーまたは紅茶

Can be added to all courses.
［ Lunch ］for one ¥2,500
・A Glass of Sparkling, White or Red Wine
・Chocolate Fondue（ White Chocolate Fondue from 7 to 14 Mar ）・Coffee or Tea
［ Dinner ］for one ¥6,000
・A Glass of Champagne ・Sommelier Recommended Glass of White and Red Wine
・Chocolate Fondue（ White Chocolate Fondue from 7 to 14 Mar ）・Coffee or Tea

EMPRESS ROOM
バレンタイン スペシャルメニュー

1名様 for one

¥ 12,000

2021. 2 /1〜2 / 14

Valentine's Day Special Menu
メニュー
・エンプレスルーム特製 前菜盛り合わせ ・帆立の海鮮餃子入り 蟹卵のスープ
・季節魚の蒸し物 生姜風味 杞子添え ・北京ダック フォアグラのクレープ チョコレートソース
・牛ロース肉の巻物 黒胡椒ソース ・炒め御飯 蟹と明太子入りクリームソース
・芝麻杏仁豆腐とシェフ特製小菓

This menu includes
・Empress Room Treasures Platter
・Crab Roe Soup Served with Steamed Scallop Dumpling Filled with Deluxe Seafood
・Steamed Fish Fillet with Ginger and Spring Onion Sauce
・Peking Duck Served with Pancake, Foie Gras and Chocolate Sauce
・Pan Fried Beef Fillet Rolled with Fresh Mushrooms, Topped with Black Pepper Sauce
・Fried Rice with Crab Meat and Preserved Fish Roe Cream Sauce
・Almond Bean Curd with Black Sesame Sauce
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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.

EMPRESS ROOM
ホワイトデー スペシャルペアコース

2名様 for two

¥ 20,000

2021. 3 /1〜3 / 14

White Day Special Pair Course
メニュー
・白八宝茶 ・エンプレス特製 前菜盛り合わせ
・極上燕の巣入り濃厚クリームスープ ・ズワイガ二入り卵白茶碗蒸し ・蒸し鶏 葱油ソース
・白身魚のクリスピー揚げとホワイトスープそば ・杏仁豆腐とシェフ特製小菓子

This menu includes
・White Babaocha ・Empress Room Treasures Platter
・Braised Bird ʼ s Nest in Cream Soup
・Steamed Crab Claw with Egg Whites ・Steamed Chicken with Leek Oil Sauce
・Creamy Noodles Soup with Mushroom and Crispy Fried Fish Fillet
・Almond Bean Curd and Chef ʼ s Special Homemade Dessert

02

36F

「タボラ36 」 Tavola36

スイーツブッフェ
Sweet Buf fet
大人 ￥4,500
お子様（ 4 -12 歳）¥2,250
コーヒー、紅茶、ジュース付
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2021. 1 / 9〜3 / 28
土・日/ Sat and Sun

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

・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。

いちごドリーム
1月
January Ichigo Dreams

3月
March

ベリーリシャス バレンタイン
2月
February BER RY licious Valentine

福岡セレクション "あまおう"＆"八女茶 "
”Amaou” Strawberry and “ Yame” Green Tea

・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.
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36F

「タボラ36 」 Tavola36

10F

日本料理「花暦」 Hana-Goyomi Japanese Restaurant

冬の味覚 河豚鍋コース

1名様 for one

¥ 15,500

2021. 1 /4〜2 / 28

Winter Seasonal Puf ferfish Hot Pot Course
メニュー
・先附け 虎河豚皮湯引き ・造里 薄造り（九州産陸河豚）
・揚げ物 虎河豚唐揚げ、菜の花薄衣揚げ ・鍋 河豚あら、河豚皮 を含む全 6 品

This menu includes
・Appetizers: Pufferfish Skin ・Sashimi: Thinly Sliced Pufferfish Sashimi（ Pufferfish from Kyushu ）
・Fried: Deep Fried Pufferfish and Canola Flower ・Hot Pot: Pufferfish（ bones and skin ）
・2 名様以上から承ります。・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。
・Minimum party of 2 guests. ・Member ʼ s discount of 20% applies for this special offer.

ブランチブッフェ
Brunch Buf fet

2021. 1/9〜3 / 28
土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

シェード オブ ホワイト
1月
January Shades of White
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
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ヴェネツィア・カーニバル
2月, 3月
February & March Carnevale di Venez ia

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

・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.
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10F

日本料理「花暦」 Hana-Goyomi Japanese Restaurant

冬の味覚弁当

1名様 for one

¥ 6,500

2021. 1 /15〜2 / 14

Winter Lunch Bento Box
メニュー
・先附 ・吸物 ・造里 ・弁当箱 ・鯛飯または白御飯、香物 ・水物

This menu includes
・Appetizers ・Clear Soup ・A Selection of Sashimi ・Bento Box
・Sea Bream Rice or Steamed Rice, Japanese Pickles ・Dessert
・ライフ＆スタイル会員様向けのパーティ券はご利用いただけません。
・L&S Party Ticket is not applicable.

春のお花見弁当

1名様 for one

¥ 6,500

2021. 3 /15〜4 /18

Spring Lunch Bento Box
メニュー
・先附 ・吸物 ・弁当箱 ・天婦羅 ・桜海老御飯または白御飯、香物 ・水物

This menu includes
・Appetizers ・Clear Soup ・Lunch Box ・Tempura
・Sakura Shrimp Rice or Steamed Rice, Japanese Pickles ・Dessert
・ライフ＆スタイル会員様向けのパーティ券はご利用いただけません。
・L&S Party Ticket is not applicable.

春場所会席

1名様 for one

¥ 15,000

2021. 3 /1〜3 / 31

Sumo Set Menu
メニュー
・前菜
・吸物 蛤潮仕立て
・造里 奄美鮪中とろ、真鯛、縞鯵
・焼肴 春鱒菜の花焼き
・小鍋 特製ちゃんこ風
・温物 蓮根饅頭
・食事（東）江戸前握りと
（西）大阪寿司 盛り合わせ
・水物

This menu includes
・Appetizers
・Clear Soup with Hamaguri Broth
・A Selection of Sashimi: Amami Chutoro Medium Fatty Tuna, Sea Bream and Trevally
・Broiled Dish: Broiled Trout
・Hot Pot Dish: Special Chanko Hot Pot
・Hot Dish: Lotus Root Dumpling
・Assorted Sushi and Miso Soup
・Dessert
・ライフ＆スタイル会員様向けのパーティ券はご利用いただけません。
・L&S Party Ticket is not applicable.
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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.
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10F

鉄板焼「みなみ」 Minami Teppanyaki Restaurant

フォアグラときのこのコンソメ仕立てと
A5ランク黒毛和牛ディナー

1名様 for one

¥ 20,000

2021. 1 /4〜2 / 28

Foie Gras and A5 R ank Wag yu Beef Dinner
メニュー
・フォアグラときのこのスープ仕立て ・オマール海老 1/2 の蕪蒸し 柚子あんかけ
・A 5 ランク黒毛和牛 テンダーロイン 80g を含む全 7 品

This menu includes
・Soup with Foie Gras and Mushroom ・1/2 Homard Steamed with Turnip, Yuzu Sauce
・A5 Rank Wagyu Beef Tenderloin 80g

サクラマスとA5ランク黒毛和牛のディナー

1名様 for one

¥ 20,000

2021. 3 /1〜4 / 30

Cherr y Salmon and A5 R ank Wag yu Beef Dinner
メニュー
・淡路島産サクラマスと蛤のワイン蒸し ・ A５ランク黒毛和牛 テンダーロイン 80g
・サクラマスのフライドライス、味噌汁、香の物 を含む全 7 品

This menu includes
・Cherry Salmon from Awajishima and Hamaguri Clam Steamed in Wine
・A5 Rank Wagyu Beef Tenderloin 80g ・Cherry Salmon Fried Rice, Japanese Pickles and Miso Soup

フィッシュ セレクション ランチ

・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

¥ 9,500

2021. 1 / 7〜2 / 28

Seasonal Seafood Lunch
メニュー
・7 種類の彩りサラダ ・セレクトフィッシュ 車海老、烏賊、帆立貝柱、ホッキ貝、鯛、鰆、平目、サーモン等、
当日入荷した新鮮な魚介類の中から 5 種類お選びいただけます。
・焼き野菜の取り合わせ ・国産牛 60g を含む全 7 品
［オプション］
黒毛和牛 60g +￥1,300
極上黒毛和牛 60g フィレまたはサーロイン +￥2,800
神戸牛 60g フィレまたはサーロイン +￥6,400

This menu includes
・7-Coloured Garden Salad ・Your Choice of 5 Fresh Seafoods: Tiger Prawn, Squid, Scallop,

Surf Clam, Sea Bream, Spanish Mackerel, Flatfish, Salmon or Selections from our Fresh
Catch of the Day
・Selection of Scorched Vegetables ・Japanese Beef 60ｇ
［ Optional Upgrade ］

Prime Wagyu Beef 60g +￥1,300
Special Prime Wagyu Beef 60g, Your Choice of Tenderloin or Sirloin +￥2,800
Kobe Beef 60g, Your Choice of Tenderloin or Sirloin +￥6,400
・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.
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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.
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中国料理「エンプレスルーム」 Empress Room Chinese Restaurant

10F

新年会プラン

飲茶オーダーランチバイキング

2021. 1 /4〜1 / 31

New Year Part y Plans
桜
Sakura

¥ 8,500

Dim Sum Order - Style Lunch Buf fet
椿

牡丹

¥ 11,000

Tsubaki

Botan

¥ 15,500

・価格は税金、サービス料、飲み物代金が含まれます。・1名様につき ¥1,000 の追加でお料理を取分けてご提供します。
・6 名以上から承ります。・20日前までにご予約いただくと、皆様に北京ダックをサービスいたします。
牡丹プラン（￥15,500 ）をご注文の場合は、北京ダックが含まれるため、フォアグラ入り北京ダックにアップグレードいたします。
・All Prices including tax, service charge and with free flow beverage.
・Optional Individual Plating Service additional JPY1,000 per person. ・Minimum party of 6 guests.
・Complimentary Peking Duck for reservations made at least 20 days in advance.

［平日］
大人 ￥4,300 / お子様（ 4 -12 歳）¥2,150

［ Weekdays ］
Adult ￥4,300 / Child（ 4 -12 years old ）¥2,150

［土・日・祝］
大人 ￥4,800 / お子様（ 4 -12 歳）¥2,400

［ Weekend and National Holidays ］
Adult ￥4,800 / Child（ 4 -12 years old ）¥2,400

・90 分制 ・プラス￥1,000 で一品料理も食べ放題。
・お正月期間（ 1月1日から1月3日まで ）はバイキングのご用意がございません。
・90 min order limit. ・Extra JPY1,000 for à la carte is also available. ・This offer is not available from 1 to 3 January.

Guests availing the Botan Plan enjoy a complimentary upgrade of Peking Duck with Foie Gras.

プレミアム飲茶オーダーディナーバイキング
歓送迎会プラン

Premium Dim Sum Dinner Buf fet

2021. 3 /1〜4 / 30

Welcome and Farewell Part y Plans
鈴蘭（ランチのみ）
Suzuran( Lunch Only)

¥ 6,000

桜
Sakura

¥ 8,500

椿
Tsubaki

¥ 11,000

牡丹
Botan

¥ 15,500

・価格は税金、サービス料、飲み物代金が含まれます。・1名様につき ¥1,000 の追加でお料理を取分けてご提供します。
・6 名以上から承ります。・20日前までにご予約いただくと、皆様に北京ダックをサービスいたします。
牡丹プラン（￥15,500 ）をご注文の場合は、北京ダックが含まれるため、フォアグラ入り北京ダックにアップグレードいたします。
・All Prices including tax, service charge and with free flow beverage.
・Optional Individual Plating Service additional JPY1,000 per person. ・Minimum party of 6 guests.
・Complimentary Peking Duck for reservations made at least 20 days in advance.

［通常料金］
大人 ￥6,500 / お子様（ 4 -12 歳）¥3,250

［ General Price ］
Adult ￥6,500 / Child（ 4 -12 years old ）¥3,250

［ ライフ＆スタイル･フィットネス会員様、
ご宿泊のお客様 特別価格］
大人 ￥5,500 / お子様（ 4-12 歳）¥2,750

［ Special Price for L&S, pürovel spa & sport members
and Checked-In Guests ］
Adult ￥5,500 / Child（ 4 -12 years old ）¥2,750

・90分制 ・月曜と火曜のディナータイムのみのメニューです。・他のご優待特典や割引きと併用いただけません。
・ライフ＆スタイル会員様向けの5,000 円券はご利用いただけます。
・90 min order limit. ・Monday and Tuesday limited offer. ・Not applicable with other discounts and benefits.
・L&S JPY5,000 voucher applicable per group.

Guests availing the Botan Plan enjoy a complimentary upgrade of Peking Duck with Foie Gras.
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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.
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6F

ワイン & ダイン「シュン」 SH'UN Wine & Dine

ボトルワインスペシャルオファー

2021. 1 /6〜2 / 28

Special Of fer: Wines By T he Bottle
ソムリエがセレクトした白・赤含め約5 0種類のボトルワインを特別価格でご提供いたします。
厳選された食材とワインを是非この機会にお楽しみください。
Savour local cuisine with fine wine. Enjoy our sommelier’s pairing recommendations of more than 50
white and red wine selections, at a special limited offer price.

季節の串コース「山菜」

1名様 for one

¥ 8,250

2021. 3 / 3〜4 /30

Wild Vegetable Kushiage Course
メニュー
・シェフのお勧め山菜を使った前菜 2 種盛
・車海老、近江牛 粒マスタードのせ、山菜を使ったシェフお勧めの創作串 6 串を含む創作串揚げ 8 種
・山菜の混ぜご飯 を含む全 6 品

This menu includes
・Chef's Selection of 2 Appetizers
・Tiger Prawn, Omi Beef with Mustard, and 6 of Chef ʼ s Original Creations
・Rice Cooked with Wild Vegetables

ワインディナー
Wine Dinner

2021. 3 / 26
ご予約制 Reser vations are required.

春の味覚 〜お花見〜
A Taste of Spring - Ohanami

1名様 for one

¥ 25,000

3 / 26

・料金にサービス料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券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. JPY5,000 voucher applicable per group.

ワインセミナー＆ランチ
Wine Seminar & Lunch

1名様 for one

¥ 7,500

2021. 1/ 21, 2 / 18, 3 / 18
ご予約制 Reser vations are required.

・1/21 日本 2 /18 オレゴン＆ワシントン 3 /18 ロワール
・January 21st - Japan February 18th - Oregon & Washington

March 18th - Loire

・料金にサービス料13％と消費税を含みます。・すべての割引及びご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.
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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.
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6F

「ザ・ラウンジ」 THE LOUNGE

アフタヌーンティー with MONTBLANC
A fternoon Tea with MONTBL ANC

15

1名様 for one

¥ 3,950

2021. 1 / 1〜1 / 31
TWG ティーブッフェ付
with TWG Tea Buffet

スプリング・ブロッサムアフタヌーンティー with日比谷花壇

1名様 for one

Spring Blossoms A f ternoon Tea with Hibiya - Kadan

¥ 3,950

2021. 3 / 1〜3 / 31
TWG ティーブッフェ付
with TWG Tea Buffet

￥4,950
アフタヌーンティーディライト+ TWG ティーブッフェ+ オリジナルカクテル 1 杯（ 3 種類からお選びいただけます）
Afternoon Tea Delight + TWG Buffet + Your Choice of One Montblanc Cocktail ￥ 4,950

アフタヌーンティーディライト+ TWG ティーブッフェ+ スパークリングワイン ￥4,950
Afternoon Tea Delight + TWG Buffet + Sparkling Wine ￥ 4,950

世界的ブランド「モンブラン」のもつモダンなイメージを表現したアフタヌーンティー。ご注文いただいた方には、
モンブラン大阪高島屋でオリジナルギフトと交換可能なギフト券を差し上げます（ なくなり次第終了いたします ）。

季節の花の色や香りをモチーフに、
「日比谷花壇」とともに作り上げる、華やかな雰囲気と香りに包まれた
アフタヌーンティーセットをお楽しみください。ご注文いただいた方には、日比谷花壇の特典付き割引券を差し上げます。

What Moves You, Makes You. In partnership with MONTBLANC, indulge in a modern afternoon tea crafted
for the boldly confident. Avail this offer and receive a free Gift Voucher exchangeable
in Montblanc Takashimaya Osaka store for novelty items, available while supplies last.

In partnership with Hibiya Kadan, experience an enchanting Hanami Afternoon Tea Party bursting with
f loral notes and a sprightly scene, inspired by the colours and f lavours of seasonal flowers. Avail this offer
and receive a free voucher for special deals and discounts with selected offers of Hibiya Kadan.

・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。
・ライフ＆スタイル会員様向けハッピーセレクト優待券はご利用いただけませんが、
「タボラ36 」
にてスイーツブッフェをご利用いただけます。
（ 上限 3 枚まで）
・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。

・Member ʼ s discount of 15% applies for this special offer.
・L&S Select Certificate is not applicable. However, it is applicable for Sweet Buffet at Tavola36（ Up to 3 vouchers ）
・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.
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6F

「スイスグルメ」 Swiss Gourmet

バレンタインバスケット

¥ 12,000

2021. 1 /15〜2 / 14

Basket of Love
バレンタインフィナンシェやバレンタインパウンドケーキなどバレンタインデー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、バレンタインデー限定バスケットをお届けします。
A limited-edition basket filled with Valentine sweets such as Heart Financier and
Chocolate Pound Cake, Tavola 36 Sweets Buffet Voucher
for two, and more.
・ご注文後、30分程度かかります。
・30 minutes to prepare after ordering.

マンスリーケーキ
Monthly Cake
1月
January

柚子抹茶
Yuzu Matcha Roll

¥ 580

「新年」を迎えた後は、
「柚子の酸味と抹茶の苦味がアクセントのケーキ」をお楽しみください。

Welcome the New Year with a bite of local flavours – enjoy the combination from citrusy - tart notes
of yuzu and the vegetal bitterness of matcha.
ストロベリーチョコレート
2月
February Strawberr y Chocolate

¥ 500

いちごとチョコレートのマリアージュをお楽しみいただける、バレンタインにピッタリのスイーツです。

Fall in love with the marriage of tart strawberries and decadent chocolate with this month of heartsʼ creation.
3月
March

桜ラズベリームース
Sakura Raspberry Mousse

¥ 560

春の訪れを感じるようになるこの時期に、桜の風味豊かな香りとラズベリーの酸味が楽しめるムースをご用意いたしました。

Celebrate the most awaited local season of the year with flavourful notes from sakura and the
contrasting acidity from raspberries.
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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.
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レストラン情報

Restaurant Information

P11, P12
36F

10F

中国料理「エンプレスルーム」

Empress Room Chinese Restaurant

「タボラ36」Tavola36
ご予約・お問い合わせ / For Reservations

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

P3, P4, P5

06-6646- 5125

06-6646-5129

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

11：30-15：00 / 17：30-20：30

営業時間 / Operation Hours
朝食 / Breakfast

ランチ / Lunch

6：30 -10：00（ラストエントリー / Last Entry）

11：30 -14：30（ラストエントリー / Last Entry）

6F

スイーツブッフェ
（土･日）/ Sweet Buffet（ Sat and Sun）

P13, P14

15：30 -16：30（ラストエントリー / Last Entry）

ワイン & ダイン
「シュン」

SH'UN Wine & Dine

ディナー / Dinner

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

当面の間休業とさせていただきます。

06-6646-5122

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。

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

Dinner service is temporarily unavailable.
Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

営業時間 / Operation Hours
定休日 / Closed on

P6, P7, P8

10F

日本料理「花暦」

P15, P16

Hana-Goyomi Japanese Restaurant

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

P9, P10

10F

月・火 Mon, Tue

「ザ・ラウンジ」THE LOUNGE

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

06-6646-5127

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

06-6646-1111

全席禁煙 / No Smoking in All Venues
11：30 -15：00 / 17：30-20：30

営業時間 / Operation Hours

6F

11：30-15：00 / 17：30-21：00

営業時間 / Operation Hours

11：00 -18：00

鉄板焼「みなみ」
P17, P18

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
営業時間 / Operation Hours

6F

「スイスグルメ」Swiss Gourmet

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

06-6646-1111

全席禁煙 / No Smoking in All Venues
ランチ / Lunch 11：30 -15：00
日〜金 / Sun-Fri 17：30-20：30

営業時間 / Operation Hours

7：30- 20：00

土、祝前日 / Sat and Eve of National Holiday 17：30 - 21：30
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Graduation Party
2021.2.1 - 3.31

謝恩会 パーティープラン
ご予算やご要望に合わせて

3 つの謝恩会プランをご用意いたします。

新年会プラン
ホテル自慢のお料理で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！

チューリッヒ
1名様 ¥10,000

ジュネーブ
1名様 ¥12,000

ザ・スイス
1名様 ¥15,000

飲み放題メニュー

西洋ブッフェ、西洋卓料理 、
中国卓料理

特典

西洋コース、西洋ブッフェ、
西洋卓料理 、中国卓料理

特典

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

特典

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

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。

・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。
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1/1 2/28

スタンダードプラン
1名様 ¥ 8,000

プレシャスプラン
1名様 ¥ 9,000

アプローズプラン
1名様 ¥10,000

飲み放題メニュー

西洋ブッフェ料理、西洋卓料理

ご成約特典

西洋コース料理、西洋ブッフェ料理、
西洋卓料理

ご成約特典

西洋コース料理、西洋ブッフェ料理、
西洋卓料理

ご成約特典

レストラン ランチ
ご招待券プレゼント［ペア1組 ］

レストラン ランチ＆ディナー
ご招待券プレゼント［各ペア1組 ］

レストラン ランチ＆ディナー
ご招待券プレゼント［ 計 3 組 ］
ランチペア1組 ディナーペア2 組

［全プラン 乾杯用スパークリングワイン人数分プレゼント］
ビール、赤ワイン･白ワイン、
カクテル
（ 25 種）、焼酎（芋･麦）、
日本酒、
ウィスキー、
ソフトドリンク、
ノンアルコールビール、
ノンアルコールカクテル

・料金はお料理、お飲物、会場、ステージ使用料、音響（ BGM ･マイク）、税金、サービス料を含みます。
・ブッフェは 30名様以上、コース料理 / 卓料理は 20名様以上でお申込みください。
・セットプランのため、ご宴席出席人数分のご注文とさせていただきます。・当プランは、謝恩会（ 学生様限定）ご利用時のみ有効です。
お気軽にご相談ください（セールス＆マーケティング部 ）TEL：06-6646-5124
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2021

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！

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］

プライベートウエディングプラン
10名様

¥230,000 お1人様追加料金 ¥17,000

挙式料（チャペル式）/ ご親族控室 / 式次第 / フラワーシャワー /

［プランに含まれるアイテム］

お衣裳（ご新郎様、ご新婦様洋装各1点）/

お料理 / お飲物 / ご会食会場 / テーブル装花 /

美容着付（上記お衣裳分）/ご新婦様介添料 /

7/1- 8/ 31

おふたりのこだわりをお得に叶えることができる！

プラン / 料金

¥280,000

2021

サマーウエディングプラン

12 / 31 まで

とっておき極上

5大プレミアム特典

20名様 ¥460,000 お1人様追加 ¥18,000

□ 乾杯用スパークリングワインプレゼント
□ お料理 1ランクグレードアップ お人数様分プレゼント
□ 挙式料 50％オフ ※アトリウムウエディングは除外となります。
□ ご新婦様 2 点目のドレス25 万円分プレゼント※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
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

基本音響 / 席札および席札筆耕料

記念写真1ポーズ
（3枚1組六切）

当プランに
含まれるアイテム

・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。

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

※1 直営ドレスショップ「LUCE 」限定の特典となります。
・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。

□ 挙式･ご会食当日 お二人のご宿泊ご招待

特典
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□ 挙式･ご会食出席者のご宿泊ご優待

・ 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。

□ 追加衣裳割引
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 定休日：火曜日･水曜日

swissotel_romance

ウエディングホームページ ｜ https://swissotelnankaiosaka.com/ja/
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宿泊プラン

2021. 1 /1〜2021. 3 /31

Room Of fer

スイスレベル 特別オファー
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。翌日の朝は最上階「タボラ36 」での
ご朝食をお楽しみください。
［ご宿泊プラン特典］
・スイス アドバンテージ ルームまたはスイス セレクト ルームご一泊
・
「タボラ36 」での無料ご朝食
・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）
スイス アドバンテージ ルーム
¥21,000 〜（税・サ込）

スイス セレクト ルーム
¥23,000 〜（税・サ込）

ご宿泊のご予約はお電話 06-6646-1111 または メール Osaka@swissotel.com まで。
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 。

SWI SS L E V EL Specia l Of fer
L ive It Well with a relaxing break in the city. Avail the Swiss Level promo and enjoy FR EE breakfast at
the topmost f loor - Tavola36!
［ This offer includes ］
・Overnight stay in a Swiss Advantage Room or Swiss Select Room
・Breakfast at Tavola36
・15% Dining Discount in our Restaurants（ except Swiss Gourmet and In Room Dining ）

Swiss Advantage Room
from ￥21,000（ inclusive of taxes and service charge）

Swiss Select Room
from ￥23,000（ inclusive of taxes and service charge）

Call 06-6646-1111 or email Osaka@swissotel.com to reserve and mention promo code : SWISS LEVEL PROMO to avail!
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