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 9：00 -18：00（月- 金）
□ 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
会員証特典

□ 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
［特典例］

優待券特典

□ 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

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）

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

swissotelnankaiosaka _ of ficial

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

ビルメンテナンスに伴う
一時休業のお知らせ

NOTICE ON TEMPORARY CLOSURE
FOR BUILDING MAINTENANCE

お客様へのサービス向上のための継続的な取り組み

In line with our continuous efforts to improve our services, the
Swissôtel Nankai Osaka will temporarily suspend operations of
the following facilities for building maintenance and upkeep:

に伴い、スイスホテル南海大阪はビルメンテナンスと
維持のため、以下の施設・サービスの運営を一時的
に休止いたします。

9 / 29 -10 / 12まで: 客室、インルームダイニング、
ピュロヴェル スパ＆スポーツ、鉄板焼「みなみ」

9 / 30 -10 / 13まで :「タボラ36 」
での朝食
その他のレストラン、宴会場、結婚式会場は通常
通り営業いたします。

Sep 29 -Oct 12: Guest Rooms, In-Room Dining, pürovel
spa & sport, Minami Teppanyaki Restaurant
Sep 30 -Oct 13: Tavola36 Breakfast
All other facilities to include restaurants, banquet rooms and
wedding venues will operate as usual.
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36F

「タボラ36 」 Tavola36

スイーツブッフェ
Sweet Buf fet

2021. 10 / 2〜11 / 28
土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

ハロウィン モンスター ギャザリング
10月
October Halloween Monster Gathering
今年は「可愛い」モンスターたちが主役！少し不気味で、でも可愛くて美味しいスイーツたちが大集合！
旬の食材を使用したシェフ特製のスイーツとセイヴォリーをお楽しみください！
Cute monsters take center stage with a buffet overf lowing with fa-BOO-lous sweet and savoury treats!
スパークリング イルミネーション
11月
November Sparkling Illumination
イルミネーションが点灯し始め、街全体が輝きに包まれる季節。
そんなイルミネーションの輝きに溢れたスイーツブッフェをご用意しました。
Inspired by the city’s illuminations, the Tavola36 is aglow with a sweet feast that ’s splendid and dazzling.

Adult ￥5,600
Child（ 4 -12 years old ）¥2,800
with Coffee, Tea and Juice

大人 ￥5,600
お子様（ 4 -12 歳）¥2,800
コーヒー、紅茶、ジュース付

ブランチブッフェ
Brunch Buf fet

2021. 10 / 2〜11 / 28
土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

スプーキーハロウィン
10月
October Spooky Halloween
黒と赤がカラーコンセプトのハロウィンブランチ。
黒のスパイスに包まれたローストビーフ、真っ赤なトマトのブラッディーポークの煮込みなど、
恐ろしくも美味しいハロウィンブランチをお試しください。
Enjoy an epic feast of all things black and red, for a spook-tacular Halloween overlooking city views.
クリスマスマーケットツアー アラウンド ザ ワールド
11月
November Christmas Market Around the World
11月下旬から世界各地で開催されるクリスマスマーケット。
「世界の食を旅する」をテーマに世界中のクリスマスマーケットの名物料理を皆様にお届けします。
Go on a journey across the globe to discover Yuletide traditions, as you partake on a festive global feast!
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
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Adult ￥6,000 / with Wine Buffet ¥7,250
Child（ 4 -12 years old ）¥3,000
with Coffee, Tea and Juice

・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。
・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・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

秋の味覚弁当

1名様 for one

¥ 7,900

2021. 10 /1〜10 / 31

Autumn Bento Box
メニュー
・先附け ・弁当箱 ・栗御飯 または 白御飯、香物 を含む全 5 品

This menu includes
・Appetizer ・Bento Box ・Chestnut Rice or Steamed Rice, Japanese Pickles
・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.

湯豆腐御膳

1名様 for one

¥ 5,300

2021. 11 /1〜11 / 30

Yudofu( Boiled Tofu )Lunch Set
メニュー
・先附け ・造里 ・焼物 ・鍋物 を含む全 6 品

This menu includes
・Appetizers ・A Selection of Sashimi ・Broiled Dish ・Hot Pot
・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.

九州地方ご当地特選鍋コース

1名様 for one

¥ 16,800

Kyushu Local Delicacy Hot Pot Course

2021. 11 / 1〜11 / 30
ご予約制 Reser vations are required.

メニュー
・馬刺し ・虎河豚山椒焼き ・はかた地どり鍋（アップグレードオプション：牡丹鍋）を含む全 6 品

This menu includes
・A Selection of Sashimi ・Broiled Dish
・Hot Pot: Hakata Free-Range Chicken（ Upgrade Option: Boar Meat ）
・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.

おせち料理

2021. 9 /15〜12 / 15

Osechi Box
おせち重三段（和風ローストビーフ付き）
T hree - L ayer Osechi Box (w ith Japanese Roasted Beef )

おせち重三段
T hree - L ayer Osechi Box

¥ 60,000（税込）

¥ 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.
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・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。

・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・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

ブイヤベースと特選黒毛和牛のディナー

1名様 for one

¥ 24,900

2021. 11 /1〜12 / 31

R ich Seafood- Fl avoured Soup
and Choice Wag y u Beef Dinner
メニュー
・ブイヤベース（タラバガニ、ミニ鮑、金目鯛、活車海老、烏賊、蛤、帆立貝柱 ）
・特選黒毛和牛 テンダーロイン 80ｇ を含む全 7 品

This menu includes
・Rich Seafood Flavored Soup-Bouillabaisse（ King Crab, Mini Abalone,
Splendid Alfonsino, Live Prawn, Squid, Hamaguri Clam and Scallop ）
・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.

国産牛とプレミアムおでん

1名様 for one

¥ 11,900

2021. 10 /1〜11 / 30

Premium Oden Supreme with Japanese Beef
メニュー
・プレミアムおでん 5 種盛り（車海老、蝦夷鮑、蛸、玉子、牛すじ、もち巾着、骨付きソーセージ、ミニトマト、
ごぼう巻などの中から 5 種類お選びいただけます）
・国産牛 テンダーロイン 80g を含む全 6 品

This menu includes
・Your Choice of 5 Premium Oden（ Tiger Prawn, Ezo-Abalone, Octopus, Egg, Beef Shank,

Rice Cake in Tofu Pouch, Bone-in Sausage, Mini Tomato and Burdock Root Wrapped
in Steamed Fish Cake Fry and more ）
・Japanese 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。
・本プロモーションはランチタイムのみ承ります。
・L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.
・This promotion is available during Lunch period only.
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・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。

・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.
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10F

中国料理「エンプレスルーム」 Empress Room Chinese Restaurant

エンプレスルーム特製

松茸土鍋ごはん

2021. 11 /1〜11 / 30

Empress Room Matsutake Clay Pot R ice
香港やシンガポールで昔から親しまれている伝統の土鍋ご飯が登場します。
甘醤油で味付けした香ばしいご飯と松茸がマッチした一品です。
Traditional Clay Pot R ice famous in Hong Kong and Singapore, made more f lavourful
with Matsutake mushrooms and sweet soy sauce, mixed in fragrant rice.
メニュー
・鶏肉入り松茸土鍋ご飯 ¥6,000
・豚スペアリブ入り松茸土鍋ご飯 ¥7,300
・￥5,300 で鮑のトッピングが可能

This menu includes
・Matsutake Clay Pot Rice with Chicken ¥6,000
・Matsutake Clay Pot Rice with Pork Spare Rib ¥7,300
・Abalone Topping+￥5,300
・ご注文より40 分お時間を頂戴します。または、出来上がりのお時間を指定してのご予約も承ります。
・Please allow 40 minutes cooking time, or pre-ordering at the time of resevaton is recommended.

上海蟹プロモーション

2021. 10 /1〜10 / 31

Shanghai Hair y Crab Promotion
世界中の美食家達を魅了する季節が今年もやって来ます。現地直送の活きのよい「上海蟹」の濃厚な蟹味噌の
虜になること間違いなし。旬の味覚を是非この機会にお楽しみください。
Delight in a centuries old gourmet delicacy with Empress Room’s annual autumn offer,
the Shanghai Hairy Crab.
上海蟹の姿蒸し（アラカルト）
S teamed Shanghai Hair y Crab (A la Car te)

¥ 6,000

上海蟹コース（セットメニュー）
Shanghai Hairy Crab Cou rse ( Set Menu)

¥ 18,700

・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.

エンプレスルーム特製月餅
Moon Cake

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、6 F「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）、フィットネス会員は15 ％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 ）and 15% discount for Fitness Club members.
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・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。
・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・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

スイス チーズフォンデュ コース

1名様 for one

¥ 10,950

2021. 11 / 1〜2022. 2 / 28

Swiss Cheese Fondue Course
メニュー
・本場スイス産チーズをブレンドした「シュン」オリジナルチーズフォンデュ
・創作串揚げ 8 種
車海老、マッシュルーム豚肉巻き、グリーンアスパラ、サーモン柚庵焼き、
インカの目覚めとトリュフ、和牛 粒マスタードのせ、ボルチーニ茸入りアランチーニ を含む全 8 品

This menu includes
・Swiss Cheese Fondue
・Selection of 8 Kushiage

Tiger Prawn, Mushroom Wrapped in Pork, Green Asparagus,
Broiled Salmon Yuan Style, Inca No Mezame Potato and Truffle,
Wagyu Beef with Mustard on Top, Arancini with Porcini Mushroom
・仕入れ状況により食材の変更がある場合がございます。
・ランチ、ディナー共に承ります。
・白ワインベースのため、アルコールが含まれております。
・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。
・Ingredients are subject to change without prior notice due to market availability.
・Available during Lunch and Dinner period.
・Cheese Fondue contains alcohol with a white wine base.
・L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.

冬の味覚とフリーチョイス
ペアリングワインディナー

1名様 for one

A Taste of Winter
with Free Pa i r ing Wine Dinner

¥ 28,000

2021. 11 / 26
ご予約制 Reser vations are required.

［ワインリスト］
・シャンパン：ブラン・ド・ブラン / バロン・ド・ロスチャイルド
・白ワイン：シャサーニュ・モンラッシェ / オリヴィエ・ルフレーヴ 他 2 種
・赤ワイン：エプ / アルマヴィーヴァ 他 2 種
［ Wine List ］
・Champagne: Blanc de Blancs / Barons de Rothschild
・White Wine: Chassagne Montrachet / Olivier Leflaive, France and more
・Red Wine: Epu / Almaviva, Chile and more
・仕入れ状況により食材の変更がある場合がございます。
・Ingredients are subject to change without prior notice due to market availability.

ワインセミナー
Wine Seminar

1名様 for one

¥ 7,500

2021. 10 / 21, 11 / 18
ご予約制 Reser vations are required.

・10/21 北イタリア、11/18 ブルゴーニュ
・21st October Northern Italy, 18th November Bourgogne
・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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・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。

・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・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

6F

トリック オア トリート ハロウィン アフタヌーンティー

1名様 for one

¥ 4,950

2021. 10 / 1〜10 / 31

Tr ick or Treat Halloween A f ternoon Tea

マンスリーケーキ

モンスターキャラメルチーズや目玉マシュマロなど、
ハロウィンの世界観を存分にお楽しみいただけるアフタヌーンティーセットです。

Monthly Cake

Take pleasure in an afternoon of spookily cute sweet and savoury treats over live harp music.

オータムナル ハーベスト アフタヌーンティー

1名様 for one

¥ 4,950

2021. 11 / 1〜11 / 30

Autumnal Har vest A f ternoon Tea
和栗のモンブランや柿のタルトなど、秋が旬の食材をふんだんに使用した、
季節感あふれるアフタヌーンティーセットをお楽しみください。
Delight in this season’s best har vest f rom local waguri and persimmon, to pear and sweet potato.
・9種類のTWG ティーブッフェまたはお好きな珈琲か紅茶1種類のポットサービスをお席でご提供いたします。
・Free flow of 9 TWG teas from our tea buffet or your choice of 1 kind of tea or coffee served at your table.
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「スイスグルメ」 Swiss Gourmet

・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。
・All prices in our menus are inclusive of 13% service charge and 10% consumption tax.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.

ハロウィンタルト
10月
October Halloween Tar t

¥ 640

濃厚なキャラメルと柚子を合わせたハロウィンタルトに、モンスターチョコレートクランチをトッピング。
A spooky Halloween tart f illed with rich caramel and the contrast of yuzu cream, topped
with monster chocolate crunch.
洋梨とキャラメルのムース
11月
November Pear and Caramel Mousse

¥ 610

キャラメルムースと洋梨のコンフィをお楽しみいただけるスイーツをご用意いたしました。
A delightfully fruity treat of pear mousse and pear confit, married with luscious caramel mousse.

・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。
・All prices in our menus are inclusive of 10% consumption tax.
・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

P9, P8
P7,
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,P10
P9,
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
P4, P5, P6

10F

日本料理「花暦」

P13, P14
P11

Hana-Goyomi Japanese Restaurant

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

P7,
P5,P8
P6

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,
P12 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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・画像はイメージです。
・The image shown is for illustration purposes only.

ランチプラン- 宴会場

プライベートウエディング・セレモニープラン
2022. 12 / 31 まで

2022. 3 / 31 まで

月〜金曜日の平日限定 11：00〜15：00の間の1時間半

アットホームウエディングをお考えの方へ！

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

ソフトドリンク

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

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

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

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 /
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）

・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。

・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。

・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

特典

□ 挙式･ご会食出席者のご宿泊ご優待

□ 追加衣裳割引

・ 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。

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
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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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。

正会員

□
□
□
□

入会金
保証金
月会費
年会費

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

※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）。

ご予約・お問い合わせ

06-6646 -1114 または
Purovel.Osaka@swissotel.com

宿泊プラン
Room Of fer

レストランクレジット付プラン ｜ St ay + F&B Of fer
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。
Live It Well right in the heart of the city with an indulgent stay- plus dining privileges!
スイス アドバンテージ ルーム
¥29,000 〜（税・サ込）

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

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「秋のスイスレベルプロモ」をお申し付けください。

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