
1等
1st prize

ペア１組
［２名様］

2等
2nd prize

ペア１組
［２名様］

京都悠洛ホテル Mギャラリー 宿泊券（1泊）
One winner of an overnight stay for two persons 
at the Kyoto Yura Hotel MGallery

3等
3rd prize

合計
10名様

4等
4th prize

合計
10名様

スイス ブッフェ ナイトご招待券 ［ペア1組］
10 winners of Tavola36 Swiss Buffet Night Dinner 
for two persons

スイーツ ブッフェご招待券 ［ペア1組］
10 winners of Tavola36 Sweets Buffet
for two persons

スイスホテル南海大阪 宿泊券（1泊） 
One winner of an overnight stay for two persons 
at the Swissôtel Nankai Osaka

・ 写真はイメージです。
・ 3日前までにご予約をいただいた方に限り、25％オフとさせていただきます。
・ フィットネスメンバー様、L&Sメンバー様は2021年9月30日まで、人数に限らず一律35％
オフでご利用いただけます。

・ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
・ 当選結果に関するお問い合わせにはお答えできかねますので予めご了承ください。
・ 現地までの交通費はお客様のご負担となります。
・ ご宿泊券の利用期限は2022年8月31日までとさせていただきます。
・ レストランご招待券、割引券の利用期限は2021年11月30日までと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。

・ The image shown is for illustration purposes only.
・ Enjoy 25% discount for bookings made 3 days in advance (no limit on number of people per table)
・ Fitness and L&S Members enjoy 35% discount until 30 September 2021 (no limit on number 

of people per table)
・ Only winners will be notif ied.
・ Please note that we cannot answer any inquiries regarding the winning results.
・ Transpor tation expenses to the site will not be covered.
・ The expiration date of the accommodation voucher is until 31st of August 2022.
・ The exp i r a t ion da te of the res t aur ant voucher and d i scount t i cke t a re unt i l  30 th of 

November 2021.
・ Other promotions, discounts or benef its may not be applicable.
・ Contents and prices may be revised without prior notice.

大人
Adult ¥7,500 お子様（4-12歳）

Child (4-12 years old) ¥3,750

8月中の

毎週土曜
日

開催

In celebration of Swiss National Day, indulge in Tavola36 Swiss Buffet 
all Saturday nights of August for a chance to win in our lucky draw!

18:00 - 20:00 (19:30 ラストオーダー | Last order)

チーズファウンテンやラクレットチーズ、スイスワインなど、本場スイスの名産品や近隣地域の伝統料理をお楽しみいただけます。
Swiss cheese fountain, Swiss cheese raclette and Swiss wine, authentic Swiss special and traditional dishes

from neighbouring regions with Swiss Buffet Saturday!

8月１日スイス建国記念日 特別企画

スイス ブッフェ ナイト
ラッキードロー キャンペーン

・ 上記料金には13％のサービス料と10%の消費税が含まれております。
・ All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.


