特別会員組織「ライフ＆スタイル」
Membership P rogram “ L i fe & St yle”
［年会費｜Annual membership fee ］
￥75,000（税込）
［会員期限］1 年間 One year Validity

TEL：06-6646-5043 9：00 -18：00（月- 金｜Mon- Fri ）
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%
□ 15%
□ 10%
□ 10%
□ 15%

discount on food when one member dines or a total of two people including the member on Wednesdays
discount on massage at the pürovel spa & sport
discount on joining fee at the pürovel spa & sport
discount on food for banquets and weddings
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 Certificates
□ Special Occasion Certificates

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
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「タボラ36 」 Tavola36

ブランチブッフェ
Brunch Buf fet

2021. 7/ 3〜9 / 26
土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

スパニッシュブランチ ロホ
7、8月
July, August “Rojo” Spanish Brunch
ヘルシー バイタリティブランチ
9月
September Healthy Vitality Brunch
大人 ￥6,000 / ワインブッフェ付 ¥7,250
お子様（ 4 -12 歳）¥3,000
コーヒー、紅茶、ジュース付

スイス ブッフェ ナイト

Adult ￥6,000 / with Wine Buffet ¥7,250
Child（ 4 -12 years old ）¥3,000
with Coffee, Tea and Juice

毎週土曜日/ Ever y Sat

Swiss Buf fet Night
8月中の毎週土曜日は、8月1日のスイス建国記念日をお祝いしましょう！
特別企画で、スイス ブッフェ ナイト ラッキードローキャンペーンを開催いたします！
Celebrate Swiss National Day! Indulge in Tavola36 Swiss Buffet all Saturday nights
in August for a chance to win in our lucky draw!
大人 ￥7,500
お子様（ 4 -12 歳）¥3,750
コーヒー、紅茶、ジュース付

スイーツブッフェ
Sweet Buf fet

Adult ￥7,500
Child（ 4 -12 years old ）¥3,750
with Coffee, Tea and Juice

2021. 7/ 3〜9 / 26
土・日および 7/ 23（金・祝）/ Sat, Sun and 23rd July

パステル コレクション
7、8月
July, August Pastel Collection
モンスター ギャザリング ハロウィン
9月
September Monster Gathering Halloween
大人 ￥5,600
お子様（ 4 -12 歳）¥2,800
コーヒー、紅茶、ジュース付
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Adult ￥5,600
Child（ 4 -12 years old ）¥2,800
with Coffee, Tea and Juice

・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年 4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。
記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。
・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.

02

10F

日本料理「花暦」 Hana-Goyomi Japanese Restaurant

鰻御膳（ランチ）

1名様 for one

¥ 8,500

2021. 7/1〜8 / 31

Eel Set Menu ( Lunch)
メニュー（※￥600 プラスで留め椀を肝吸いに変更可）
・先附け二種 ・焼き物 ・玉蜀黍御飯または白御飯、留め椀、香物 ・水物 を含む全 6 品

This menu includes （ ※ Upgrade to Eel Liver Soup for additional ￥ 600 ）
・Appetizer ・Broiled Dish ・Corn Rice or Steamed Rice, Soup and Japanese Pickles ・Dessert
・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 ʼ s discount of up to 20% applies for this special offer.

鰻御膳（ディナー）

1名様 for one

¥ 9,900

2021. 7/1〜8 / 31

Eel Set Menu ( Dinner)
メニュー
・先附け二種 ・焼き物 ・玉蜀黍御飯または白御飯、肝吸い、香物 を含む全 6 品

This menu includes
・Appetizer ・Broiled Dish ・Corn Rice or Steamed Rice, Eel Liver Soup and Japanese Pickles
・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 ʼ s discount of up to 20% applies for this special offer.

黒毛和牛いちぼローストビーフ重セット

1名様 for one

¥ 8,500

2021. 8 /1〜8 / 31

Roasted Beef R ice Set with Prime Wag yu Rump
メニュー
・先附け ・蒸し物 小茶碗蒸し ・御重 黒毛和牛いちぼローストビーフ 滋賀県産こしひかり を含む全 6 品

This menu includes
・Appetizers ・Steamed Dish: Mini Egg Custard ・Rice Topped with Roasted Prime Wagyu Rump
・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 ʼ s discount of up to 20% applies for this special offer.

鱧と和牛コース

1名様 for one

¥ 19,300

Hamo Pike Conger and Wag yu Beef

2021. 8 / 1〜8 / 31
ご予約制 Reser vations are required.

メニュー
・前菜 ・焼肴 ・合肴 ・温物 ・玉蜀黍御飯、留め椀、香物 を含む全 8 品

This menu includes
・Appetizer ・Broiled Dish ・Main Dish ・Hot Dish ・Corn Rice, Miso Soup and Japanese Pickles
・前日までの要予約。・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。
・Prior reservation at least a day prior is required. ・Member ʼ s discount of up to 15% applies for this special offer.
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・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。

・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・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

おせち料理

秋の味覚懐石料理

2021. 9 /15〜12 / 15

Osechi Box
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を20 21年9月15日（水）より開始いたします。

おせち重三段（和風ローストビーフ付き）

¥ 60,000（税込）

Three-Layer Osechi Box (with Japanese Roasted Beef )

2021. 9 /1〜10 / 31

メニュー

おせち重三段
Three -Layer Osechi Box

¥ 55,000（税込）

・11月30 日（火）までのご注文で ¥5,000 の割引をさせていただきます。
・JPY 5,000 discount is applicable for reservations on or before Tuesday, November 30th.

2021. 8 /1〜8 / 31

K iddie Summer P lan
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¥ 22,500

・先附け ・造里 ・焼八寸 ・合肴 ・釜飯 松茸とかます一汐焼き、留め椀、香の物 を含む全 7 品

Savour the meticulously prepared traditional Osechi boxes, specially made by Hana-Goyomi's Japanese
Culinary Masters. Reservations accepted from Wednesday, September 15th.

サマー キッズプラン

1名様 for one

Autumn K aiseki

This menu includes
・Appetizers ・A Selection of Sashimi ・Broiled Dish ・Main Dish ・Rice, Matsutake Mushroom

and Barracuda Cooked in a Clay Pot, Miso Soup and Japanese Pickles
・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。・2 名様以上から承ります。
・Member ʼ s discount of up to 20% applies for this special offer. ・Minimum party of 2 guests.

秋の味覚御膳

1名様 for one

¥ 6,900

2021. 9 /1〜9 / 30

Autumn Gozen

［たんぽぽ ￥3,600 → ¥1,800 ］
・茶碗蒸し
・にぎり鮨三種 細巻き を含む全 6 品

［ DANDELION ￥3,600 → ¥1,800 ］
・Steamed Egg Custard
・3 Kinds of Sushi

［すみれ ￥4,900 →￥2,450 ］
・造り
（二種）
・牛フィレ肉のサイコロステーキ を含む全 6 品

［ VIOLET ￥4,900 →￥2,450 ］
・2 Kinds of Sashimi
・Japanese Beef Fillet Steak

メニュー
・先附け ・御膳 造里、焼物、焚合せ ・滑子御飯 または 白御飯、留め椀、香物 ・水物

This menu includes
・Appetizers ・A Selection of Sashimi, Broiled Dish, Hot Dish
・Mushroom Rice or Steamed Rice, Miso Soup and Japanese Pickles ・Dessert

・大人1名様につき、お子様（ 4-12 歳）1 名が対象です。
・One child between 4-12 years may enjoy Children's Set Menu for every dining adult.

・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。・ランチタイムのみのご提供です。
・L&S Party Ticket is not applicable. ・Applicable during lunch period only.

・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。

・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.
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鉄板焼「みなみ」 Minami Teppanyaki Restaurant

松茸と特選黒毛和牛のディナー

1名様 for one

¥ 24,900

2021. 9 /1〜10 / 31

Choice Wag yu Beef
and Matsutake Mushroom Dinner
メニュー
・松茸の黒毛和牛サーロイン巻き ・特選黒毛和牛 テンダーロイン 80ｇ を含む全 7 品

This menu includes
・Matsutake Mushroom Wrapped in Wagyu Beef Sirloin
・Choice Wagyu Beef Tenderloin 80g
・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。
・Members ʼ discount is up to 20% applies for this special offer.

ブランド黒毛和牛ディナー

1名様 for one

¥ 24,900

2021. 7/1〜8 / 31

Brand Japanese Black Beef Dinner
メニュー
・淡路島産まるごと玉葱の鉄板焼 和牛ロース巻き ・特選黒毛和牛 テンダーロイン 80 g を含む全 6 品

This menu includes
・Awajishima Onion Steak Wrapped in Wagyu Loin ・Choice Wagyu Beef Tenderloin 80g
・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.

餅とチーズの活オマール海老ランチ
L ive L obster Lunch
1名様 for one

¥ 11,900

2021. 8 /1〜9 / 30

メニュー
・焼き野菜の取り合わせ
・餅とチーズを使った活オマール海老の鉄板焼
・国産牛 テンダーロイン 80g を含む全 7 品

This menu includes
・Selection of Scorched Vegetables
・Teppan-Grilled Live Lobster with Mochi and Cheese
・Japanese Beef Tenderloin 80g
・本プロモーションはランチタイムのみ承ります。
・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。
・This promotion is available during Lunch period only.
・L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.

07

・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年 4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。
記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。
・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・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

飲茶オーダーランチバイキング
Dim Sum Order Lunch Buf fet
人気の飲茶バイキングのメニューが７月にリニューアル。
海老をまるごと一尾使った贅沢な餃子や蟹爪の揚げ物など合計12種類が新たに登場します。
New buffet dishes this July!
Sample 12 new dishes, from premium Whole Shrimp Gyoza to succulent Deep -Fried Crab Claw!
［平日］
大人 ￥5,400 / お子様（ 4 -12 歳）¥2,700

［ Weekdays ］
Adult ￥5,400 / Child（ 4 -12 years old ）¥2,700

［土・日・祝］
大人 ￥6,000 / お子様（ 4 -12 歳）¥3,000

［ Weekend and National Holidays ］
Adult ￥6,000 / Child（ 4 -12 years old ）¥3,000

・90 分制 ・プラス￥1,300 で一品料理も食べ放題。 ・90 min for order ・Extra 1,300 yen for a la carte is also available.

プレミアム飲茶オーダーディナーバイキング
Premium Dim Sum Dinner Buf fet

エンプレスルーム特製冷麺

［通常料金］
大人 ￥8,100 / お子様（ 4 -12 歳）¥4,050

［ General Price ］
Adult ￥8,100 / Child（ 4 -12 years old ）¥4,050

［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 ￥6,900 / お子様（ 4 -12 歳）¥3,450

［ Special Price for L&S, Fitness Club Members
and Checked-In Guests ］
Adult ￥6,900 / Child（ 4 -12 years old ）¥3,450

・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 1 グループに付き1 枚ご利用いただけます。
・90 min for order ・Monday and Tuesday limited offer.
・Other promotions, discount or benefit may not be applicable. ・L&S JPY 5,000 voucher applicable per group.
1名様 for one

¥ 10,000

2021. 7/ 1〜8 / 31

Empress Room Special Cold Noodles
［具材］
・イセ海老 ・鮑 ・イカ ・帆立貝柱 ・ウナギ ・牛肉 ・叉焼 ・鳩肉 ・季節野菜 ・椎茸 ・錦糸卵
［ Ingredients ］
・Lobster ・Abalone ・Squid ・Scallop ・Eel ・Beef ・BBQ Pork ・Squab ・Seasonal Vegetables
・Mushroom ・Shredded Egg
・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およびパーティ券はご利用いただけません。
・L&S Crazy Wednesday discount and Party Ticket are not applicable.

エンプレスルーム特製月餅
Empress Room Homemade Moon Cakes

2021 . 9 / 1〜10 / 31 ブルーベリー、小豆、蓮の実
Blueberry, Azuki Beans, Lotus Seeds

3個 3 pieces
5個 5 pieces

¥ 1,300
¥ 1,950

中国では親しい方に月餅を贈る習慣があります。
今年はブルーベリー、蓮の実、小豆の3 種類のフレーバーをご用意いたしました。
Celebrate Mid-Autumn festival with this traditional lunar appreciation delicacy,
best shared with family and friends.
・上記料金は消費税が含まれております。・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（クレイジーウェンズデー適用外）、フィットネス会員は 15 ％割引、エディタブルズクラブ会員は10% 割引と
させていただきます。
・Consumption tax is inclusive of the price.
・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.
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・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。

・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.
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ワイン & ダイン「シュン」 SH'UN Wine & Dine

地域巡り 北海道フェア

1名様 for one

¥ 10,250

2021. 7/ 1〜8 / 31

Hokkaido Culinar y Fair
メニュー
・北海道の野菜を使ったスティックサラダ
・北海道の食材を使った創作串揚げ 10 種 車海老、北海道産アスパラガス、雲丹のクロケット、北海道産本ししゃも、
新じゃがホッキ貝サラダ包み、カマンベールチーズのサーモン巻き、北海道の和牛 などを含む全 6 品

This menu includes
・Hokkaido Vegetables
・Selection of 10 Kushiage featuring produce sourced from Hokkaido, featuring highlights such as:

Tiger Prawn, Hokkaido Asparagus, Sea Urchin Croquet, Hokkaido Smelt,
Potato and Surf Clam Salad Wrap, Camembert Wrapped in Salmon, Wagyu Beef
・仕入れ状況により食材の変更がある場合がございます。
・Menu is subject to change without prior notice due to market availability.

ワインディナー
Wine Dinner

2021. 7/ 23, 9 / 24
ご予約制 Reser vations are required.

ルイ・ロデレール シャンパーニュディナー
Louis Roederer Champagne Dinner

1名様 for one

¥ 34,000

7/ 23

九州カリナリーツアーとフリーペアリングディナー

グラスシャンパン付 with a glass of Champagne 1名様 for one

Kyushu Culinary Tour and Free Pairing Wine Dinner

ワインペアリング付 with Free Pairing

1名様 for one

¥ 16,000
¥ 28,000

9 / 24

・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）。
・その他のご優待特典や割引はご利用いただけません。
・L&S Party Ticket is not applicable. JPY5,000 voucher applicable per group. ・Other discounts are not applicable.

ワインセミナー

1名様 for one

Wine Seminar
・7/15 スパークリングワイン
・8/19 シャルドネとピノノワール
・9/16 フランス -ジュラ、サヴォア -

¥ 7,500

2021. 7/ 15, 8 / 19, 9 / 16
ご予約制 Reser vations are required.

・15th July - Sparkling Wine Selection
・19th Aug - Chardonnay and Pinot Noir Grape Variety
・16th Sep - France: Jura and Savoie Region

・すべての割引及びご優待特典はご利用いただけません。
・Discounts are not applicable.
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・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。

・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and
10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.
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「ザ・ラウンジ」 THE LOUNGE

Joyful Party：アフタヌーンティー with マリークヮント
Joyful Part y：A f ternoon Tea with Mar y Quant
1名様 for one

¥ 4,950

2021. 8 / 1〜9 / 30
TWG ティーブッフェ付 with T WG Tea Buffet

・アフタヌーンティーディライト＋ロゼスパークリングワイン 1 杯 ￥6,150
・Afternoon Tea Delight ＋ A Glass of Sparkling Rosé Wine ￥6,150
″自由に 自分らしく″― マリークヮントとコラボレーションでお贈りする、
カラフルな煌めきに満ちた joyful partyのはじまりです。
色とりどりのスイーツとセイヴォリーが皆様をお出 迎えするユニークでハッピーな
アフタヌーンティー。ひと口ごとにはじけるおいしさで最高のひと時を。
アフタヌーンティー with マリークヮントをご注文のお客様には
来店ギフトバウチャーをプレゼントいたします。
＊ギフトバウチャーは、対象のマリークヮント店舗にて、
「アイオープナー ミニポーチ」と交換していただけます。
在庫がなくなり次第終了いたします。
Be Free and Be Yourself ! Make the best moments amidst
the colour ful vibrance that greets you with every bite and sip.
In partnership with Mar y Quant, indulge in a joyful party
of sweet and savoury delights, with a one-of-a-kind af ternoon tea
for the playfully creative.
As a special gift, guests who avail the A fternoon Tea with Mary Quant
receive a free Gift Voucher*.
*The Mary Quant Free Gift Voucher may be exchanged
in selected Mary Quant Stores for an "Eye Opener Mini Pouch",
available while supplies last.
・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。
・8 、9月は、ライフ＆スタイル会員様向けハッピーセレクト優待券を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）
・Member ʼ s discount of up to 15% applies for this special offer.
・For Aug and Sep, L&S Select Certificate is not applicable.
However, it is applicable for Sweet Buffet at Tavola36（ Up to 3 vouchers ）

ピーチ＆シトラス アフタヌーンティーセット
Peach and Citrus A f ternoon Tea Delight
1名様 for one

¥ 4,950

2021. 7/ 1〜7/ 31
TWG ティーブッフェ付 with T WG Tea Buffet

旬のピーチやシトラスをテーマにしたアフタヌーンティーセットで、
夏を感じるひと時をお過ごしください。
Taste the f lavours of summer with an afternoon of sweet
and savoury treats, featuring this season's peach and citrus fruits.
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・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年 4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。
記載料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・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。
・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10%
consumption tax in accordance with the mandatory guidelines from Japanʼs National Tax Agency.
・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

ブリリアントリー ブリティッシュハンパー

¥ 12,000

2021. 8 /1〜9 / 30

マンスリーケーキ

The Brilliantly British Hamper

Monthly Cake

イギリスの焼き菓子や紅茶を詰め合わせ、ホームメイドのクッキーやスコーンで素敵なアフタヌーンを！
Travel through food with a bundle of British goodies, filled with baked English sweets,
homemade cookies and scones, plus tea. A n ideal gift or a take home treat, best shared with loved ones.
・ご注文後、30 分程度かかります。
・すべての割引及びご優待特典はご利用いただけません。
・30-minute preparation time upon ordering.
・Discounts are not applicable.

7月 白桃とライムのムース
July W hite Peach and Lime Mousse

¥ 660

ライムの風味とともに桃の甘みを楽しめる、夏らしいムース。

Sample the flavours of summer with the floral sweetness of peach and the tartness of lime.
レモンとココナッツのタルト
8月
August L emon and Coconut Tart

¥ 630

ココナッツの甘みとレモンの酸味が絶妙な、味も見た目もトロピカルなタルトです。

Indulge in tropical dreams with sweet coconut and contrasting zest of lemon.
紅茶とフルーツのケーキ
9月
September Mixed Fruit and Tea Cake

¥ 580

ドライフルーツを混ぜ込んだパウンドケーキを、味わい深い紅茶のムースとともにお楽しみください。

Umami goodness of tea, paired with a mélange of fruity flavours.
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・国税庁による総額表示の義務化に伴い、2021年4月1日以降全ての価格は合計金額を表示しております。記載料金には10%の消費税が含まれております。
・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。

・Effective 1 April 2021, all prices in our menus are inclusive of 10% consumption tax in accordance with the mandatory guidelines
from Japanʼs National Tax Agency.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.
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バレンタインバスケット
レストラン情報

Restaurant Information

Basket of Love

P9, P10
36F

10F

「タボラ36 」Tavola36

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
ご予約・お問い合わせ / For Reservations

06-6646-5129

06-6646- 5125

全席禁煙 / No Smoking in All Venues
全席禁煙 / No Smoking in All Venues

P1, P2

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）

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

6F

15：30 -16：30（ラストエントリー / Last Entry）

P11, P12

ディナー（土）/ Dinner（Sat）

ワイン & ダイン
「シュン」

SH'UN Wine & Dine

18：00 -21：30（ラストエントリー / Last Entry）

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

06-6646-5122

ディナーは土曜日のスイスブッフェナイトのみ営業しております。

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

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, except for Sat Swiss Buffet Night.

営業時間 / Operation Hours

Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

定休日 / Closed on

P3, P4, P5, P6

10F

日本料理「花暦」

P13, P14

Hana-Goyomi Japanese Restaurant

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

P7, P8

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
営業時間 / Operation Hours

6F

11：30-15：00 / 17：30-21：00

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

日- 金 Sun- Fri 11：00 -18：00
土 Sat 11：00 -19：00

鉄板焼「みなみ」
P15, P16

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
11：30 -15：00 / 17：30-20：30
日- 木 Sun -Thu 17：30 -20：30

営業時間 / Operation Hours

7：30- 20：00

金･土 Fri, Sat 17：30 -21：00
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ダイン&リラックス
ピュロヴェル スパ＆スポーツでのトリートメントと、館内レストランでの
お食事がセットになったプランをご用意いたしました。

バイタリティ アフタヌーン
（スパ+ アフタヌーンティー）
1名様 ¥19,000

バイタリティ ランチ
（スパ+ ランチコース）
1名様 ¥19,500

ピュロヴェル スパ＆スポーツ バイタリティ メンバーシップ プログラム
お好きな時間、心地の良い場所で、体と心を充実するためのスイスホテル独自のプログラムです。

バイタリティ ディナー
（スパ+ディナーコース）
1名様 ¥23,500

□ ピュロヴェル スパ&スポーツにて、下記エステメニューよりひとつをご体験
□「ザ・ラウンジ」でのアフタヌーンティーディライト

・60 分 アロマボディトリートメント
・60 分 フェイシャルトリートメント
□ ピュロヴェル スパ&スポーツにて、下記エステメニューよりひとつをご体験
「
、みなみ」「
、花暦」「
、エンプレスルーム」、
または「シュン」でのランチコース
□「タボラ36」

・60 分 アロマボディトリートメント
・60 分 フェイシャルトリートメント
□ ピュロヴェル スパ&スポーツにて、下記エステメニューよりひとつをご体験
「花暦」、
「エンプレスルーム」、または「シュン」でのディナーコース
□「みなみ」、

・60 分 アロマボディトリートメント
・60 分 フェイシャルトリートメント

・ワイン& ダイン「シュン」定休日 月曜日・火曜日 ・トリートメント定休日 第 1 、第 3 火曜日

正会員

期間限定特別オファー!
6 カ月体験会員

□
□
□
□

入会金
保証金
月会費
年会費

￥ 2,750,000
￥ 500,000
￥ 38,115
￥ 457,380

□ 入会金 ￥ 0
□ 保証金 ￥ 0
□ 月会費 ￥ 55,000
□ ご宿泊代金を最安値より15％割引。
空室状況により、午後 3 時までチェックアウト時間の延長可能（除外日の適用あり）

入会特典

□ ホテル内レストランにて、お食事代金を最大 35%割引、お飲み物を15%割引。
□ スイスホテル ロマンス-ウェディング、貸衣装、ご宴会が最大 20%割引。
□ ピュロヴェル スパ & スポーツ
・マッサージトリートメント30%割引
・ご家族、ご友人がご利用可能な無料ご利用券6枚進呈

・上記料金は税金を含みます（保証金に税金はかかりません）。

・上記料金には消費税と13％のサービス料を含みます。 ・事前のご予約をお願いいたします。 ・メニュー内容は、予告なく変更する場合がございます。

ウエディング トリートメントプラン
人生の素晴らしい日、結婚式の日。
頭の先からつま先まで、最高の自分を演出できるよう、大切なこの一日のために準備を整えましょう。
ピュロヴェル スパ&スポーツで、自分専用のビューティープランを作成し、豪華トリートメントをお楽しみください。

【女性専用】・全身デトックスボディマッサージ（ 90分）
【女性、男性ともにご利用可能】・フェイススリムトリートメント（90分） ・ヘッドスパトリートメント（ 90分）

3回コース＋1回無料（合計4回）￥79,200 / 6回コース＋2回無料（合計8回）￥145,200
9回以上でアレンジも可能です。
･ 強い圧をかけて行うマッサージもございます。お肌のトラブルを避けるため、挙式1 週間前の施術はできかねます。

ご予約・お問い合わせ ｜ 06-6646-1114 または Purovel.Osaka@swissotel.com
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･ 上記料金は税金を含みます。
･ すべての回数を挙式までに使い切れない場合は、契約日より1年以内を有効期限として、挙式後にお使いいただくことが可能です。
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ランチプラン- 宴会場
月〜金曜日の平日限定 11：00〜15：00の間の1時間半

サマーパーティープラン

2021. 4 / 1〜2022. 3 / 31

2021. 7/ 1〜 9 / 30

平日限定の特別プランをご用意いたしました。
ホテルならではの料理と共に楽しい時間をお過ごしください。

Aプラン
1名様 ¥ 5,000

西洋料理（ランチコース）
洋食弁当、松花堂弁当

Bプラン
1名様 ¥ 6,000

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

西洋料理（ランチコース）
西洋卓料理、中国卓料理
洋食弁当、松花堂弁当

料金
お料理

1名様 ¥7,000
西洋卓料理、中国卓料理
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

ソフトドリンク

ウーロン茶、オレンジジュース、コーラ、ジンジャーエール
1杯 ¥600 フリードリンク ¥1,200

・ランチプランのご利用時間は 1 時間 30 分までとさせていただきます。
・セットプランのため、人数分のご注文とさせていただきます。
・ランチプランは15 名様以上でお申し込みください。
・上記料金には、お料理、会場使用料、音響（ BGM・マイク）、13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・記載内容や料金は予告なく変更する場合がございます。

フリードリンク（ 2時間）

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

・上記料金には、お料理、お飲物、会場使用料、音響（ BGM･マイク2 本）、13% のサービス料と10％の消費税が含まれております。
・サマープランは15 名様以上でお申込みください。
・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。
・セットプランのため、人数分のご注文と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。
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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プライベートウエディング・セレモニープラン

プレミアムウエディングプラン

2022. 12 / 31 まで

ご来館日から4ヶ月以内の全日

アットホームウエディングをお考えの方へ！

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

セレモニープラン - チャペル式
プライベートウエディングプラン

¥308,000

10名様

［プランに含まれるアイテム］

¥253,000 お1人様追加料金 ¥18,700

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 /

とっておき極上

5大プレミアム特典

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

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）

当プランに
含まれるアイテム

・お衣裳：ご新郎様 ¥88,000まで、ご新婦様 ¥275,000までのお衣裳をお選びいただけます。

20名様 ¥ 506,000 お1人様追加 ¥19,800

□ お料理 1 グレードアップ
□ ご新婦様 2 点目のドレス￥ 275,000 分プレゼント ※
□ 乾杯用スパークリングワインプレゼント
□ 1周年記念ディナーご招待
□ 結婚式当日のご宿泊プレゼント
・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）

※直営ドレスショップ「 LUCE」限定の特典となります。

・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。

・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。
・料金はサービス料 13％と消費税を含みます。
・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

23

□ 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。
・ 料金はサービス料13％と消費税を含みます。
・ 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
Room Of fer

レストランクレジット付プラン
都心で楽しむお食事付きの贅沢なホテルステイで「 洗練された時」を。
［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
・10,000円分のレストランクレジット（インルームダイニングまたは「スイスグルメ」を除く館内 6 つのレストランにてご利用いただけます）
・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
¥29,000 〜（税・サ込）

スイス セレクト ルーム
¥31,000 〜（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。
ご予約の際、プロモーションコード「夏のスイスレベルプロモ」をお申し付けください。

St ay + F&B Of fer
Live It Well right in the heart of the city with an indulgent stay- plus dining privileges!
［ This offer includes ］
・Overnight stay in a Swiss Advantage Room or Swiss Select Room
・F&B Credits worth JPY10,000, Tavola36, Minami, Hana-Goyomi, Empress Room, SH ʼ UN or The Lounge
・15% Dining Discount in our Restaurants（ except Swiss Gourmet and In Room Dining ）

Swiss Advantage Room
from ￥29,000（ inclusive of taxes and service charge）

Swiss Select Room
from ￥31,000（ inclusive of taxes and service charge）

Call 06-6646-1111 or email Osaka@swissotel.com to reserve and mention promo code: Summer Swiss Level Promo to avail!
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