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SWISS LEVEL
SWISSOTEL NANKAI OSAKA / Live It Well in Osaka

Membership Program “ Li fe & Style”

特別会員組織「ライフ＆スタイル」 

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

［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）

優待券特典 ｜ Certificates

□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

［特典例］

〒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

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

Swissôtel  Nankai Osaka

https://swissotelnankaiosaka.com/ja/



Valentine’s Day & White Day

・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 and Party Ticket Not Applicable.

・先附け
・ 温物　
・ 茶碗蒸し
・ 造里　
・ 組肴　
・ 焚合せ　
・ 雑炊または季節のご飯
・ 水物  を含む全8品

・Appetizers 
・Hot Dish 
・ Steamed Egg Custard
・ Sashimi  
・ Main Dish  
・ Braised Dish  
・ Porridge or Steamed rice
・Dessert

バレンタインペア会席
Valentine’s Day Kaiseki

2022. 2/7～2/142名様 for two ¥ 18,500

バレンタイン&ホワイトデー スペシャルオファー
Valentine’s Day & White Day Special Offer

2022. 2/14 および 3/14

2名様でご利用のお客様に限り、
スイスホテル特製「チョコレートフォンデュ」をお持ち帰り用でプレゼントいたします。
（前日までの要予約）

Reserve for two and bring home a Swissôtel Chocolate Fondue Set as a special gi f t
（Reservat ion is required at least one day prior）

緑簾
Ryokuren

¥ 9,950
吉祥
K issyo

¥ 13,700
瑪瑙
Menou

¥ 17,900
帝后宮
Teigogu

¥ 23,000

バレンタイン デザート
Valentine’s Day Dessert

2022. 2/1～2/28

通常コースをお召し上がりのお客様は、追加料金にてバレンタインスペシャルデザートに
変更いただけます。スイスチョコレートフォンデュとエンプレス一級点心師が作る中国菓子や
フルーツとのコラボデザートをお楽しみください。

Upgrade your set menu with a Chinese - Style Chocolate Fondue Desser t ,
star t ing from an addit ional JPY 1,000.

・緑簾 Ryokuren / 吉祥 Kissyo + ¥1,500、瑪瑙 Menou / 帝后宮 Teigogu + ¥1,000

Hana-Goyomi

Minami

Empress Room
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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.



「タボラ36」  Tavola3636F

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

恋するストロベリースイーツビュッフェ
Strawberry Sweet Buffet

1月
January

ジャパニーズ ストロベリー ワンダーランド
Japanese Strawberry Wonderland

3月
March

スイーツビュッフェ
Sweet Buffet

2022. 1/8～3/27
土・日/Sat, Sun

ブランチビュッフェ
Brunch Buffet

2022. 1/8～3/27
土・日・祝/Sat, Sun and National Holidays

スイスビュッフェ ナイト
Swiss Buffet Night

2022. 1/8～3/26
毎週土曜日/Ever y Sat

ホワイトスノーブランチ
White Snow Brunch

1月
January

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

大人 ￥6,000 /ワインビュッフェ付 ¥7,250
お子様（4-12歳） ¥3,000
コーヒー、紅茶、ジュース付

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

大人 ￥7,500
お子様（4-12歳） ¥3,750
コーヒー、紅茶、ジュース付

白をコンセプトカラーにした心も身体も温まる料理をお楽しみください。
Savour a winter indulgence in white, with a seasonal selection of dishes that warm the heart
and feed the soul.

熊本県の味わい豊かな特産品をふんだんに使用したビュッフェをご用意しました。
熊本の大自然の恵みをご堪能ください。
In par tnership with Kumamoto Prefecture, travel through food and feast on the bounties of nature,
with premium dishes featuring the region’s highly acclaimed seasonal produce.

うまかもん熊本フェア
Umakamon Kumamoto Fair

2月, 3月
February, March

苺のシーズンが始まります。今年も美味しく見る目を楽しませる可愛いスイーツをご用意しました。
1月は可愛いストロベリースイーツに、2月はバレンタインスイーツに、3月は「あまおう」と和スイーツの
コラボレーションに心をときめかせてください。

Welcome the strawberr y season with an array of delectably cute sweets infused with f ruity tar tness.  
From del ight ful strawberr y sweetness in Januar y and a romant ic strawberr y- infused Valent ine
in Februar y, to a Japanese - infused strawberry revelr y in March, discover strawberr y
lusciousness at Tavola36.

恋するバレンタインストロベリースイーツビュッフェ
Valentine Strawberry Sweet Buffet

2月
February
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・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.

・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。



鉄板焼「みなみ」  Minami Teppanyaki Restaurant10F

・大分産黒毛和牛サーロインの生ハムサラダ
・A5ランク黒毛和牛 イチボ 50ｇ ミスジ 50ｇ テンダーロイン 50ｇ
・黒毛和牛ハラミステーキ丼、味噌汁、香の物　を含む全 6品

・Selection of Salad with Aged Wagyu Beef Sirloin Bresaola from Oita
・Selection of A5 Rank Wagyu Beef  Rump 50g Misuji Top Blade 50g Tenderloin 50g
・Wagyu Skirt Steak Donburi, Miso Soup and Japanese Pickles

・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.   

・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.   

・オリーブ牛の炙りユッケ
・オリーブ牛のテンダーロイン 80g　を含む全7品

・Scorched Olive-Fed Wagyu Beef Tartare
・Olive-Fed Wagyu Beef Tenderloin 80g

香川県産オリーブ牛ディナー
SANUKI Olive-Fed Wag yu Beef Dinner

A5ランク黒毛和牛 イチボ・ミスジ・フィレ 食べ比べディナー
A5 Rank Wagyu Beef Dinner 

2022. 3/1～4/301名様 for one ¥ 24,900

2022. 1/1～2/281名様 for one ¥ 24,900

・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.  

・先付け
・季節の魚介類 5種類
（活車海老、烏賊、帆立貝柱、鯛、平目、鰆、活蛤、蝦夷鮑、メバル、カサゴ等、
当日入荷した新鮮な魚介類の中から5種類より選んでいただけます）
・国産牛 テンダーロイン 60ｇ　を含む全7品

・Amuse
・Your Choice of 5 Fresh Seafoods
（Live Prawn, Squid, Scallop, Sea Bream, Flatfish, Spanish Mackerel,

Live Hamaguri Clam, Ezo-Abalone, Rockfish, Scorpion Fish and more）
・Japanese Beef Tenderloin 60g

フィッシュセレクションランチ
Seasonal Seafood Lunch

2022. 2/1～3/311名様 for one ¥ 12,000
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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.



日本料理「花暦」  Hana-Goyomi Japanese Restaurant10F

冬の味覚弁当
Winter Lunch Box

2022. 1/15～2/141名様 for one ¥ 7,900

・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. 

・造里（真鯛 奄美鮪 炙り烏賊）　・弁当箱
・鯛飯または白御飯、香物  を含む全 6品

・A Selection of Sashimi　・Bento Box
・Sea Bream Rice or Steamed Rice and Japanese Pickles

春のお花見弁当
Spring Lunch Bento Box

1名様 for one ¥ 7,900

・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. 

・弁当箱　・天婦羅
・桜海老御飯または白御飯、香物  を含む全6品

・ Bento Box　・Tempura
・ Sakura Shrimp Rice or Steamed Rice and Japanese Pickles

2022. 3/15～4/15

てっちりコース
Pufferf ish Hot Pot Course

2022. 1/4～2/281名様 for one ¥ 19,300

・Thinly Sliced Pufferfish Sashimi（Pufferfish from Kyushu）
・Pufferfish（Bones and Skin）

・薄造り（九州産虎河豚）
・河豚あら 河豚皮　を含む全 6品

・ 2名様よりご予約を承ります。・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 2 pax. ・ Member’s discount of 20% applies for this special offer.

大相撲 春場所会席
Sumo Set Menu

2022. 3/13～3/271名様 for one ¥ 17,900

・ Special Chanko Hot Pot with Your Choice of Chicken and Bonito Broth, or Soy Milk and Bonito Broth
・ Assorted Sushi and Miso Soup

・特製ちゃんこ風小鍋　※二種類の鍋出汁から選べます
・寿司東西盛り合せ  を含む全8品

・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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・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.

・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。



春の味覚コース
Taste of Spring

2022. 3/1～4/301名様 for one ¥ 15,000

・エンプレスルーム特製　春の前菜盛り合わせ
・桜肉と春野菜の炒め物　黒豆ソース風味 を含む全6品
・Empress Room Spring Treasures Platter
・Sautéed Horse Meat with Spring Vegetables in Black Bean Sauce 

中国料理「エンプレスルーム」  Empress Room Chinese Restaurant10F

［飲茶オーダーランチバイキング］
平日大人 ¥5,400 お子様（4-12歳）¥2,700 / 1/4-1/10および土・日･祝大人 ¥6,000 お子様（4-12歳）¥3,000
［プレミアム飲茶ディナーバイキング（月・火限定）］
大人 ¥8,100　お子様（4-12歳）¥4,050 / LS、FT、宿泊者限定価格 ¥6,900　お子様（4-12歳）¥3,450　

［Dim Sum Order Style Lunch Buffet］ 
Weekdays: Adult ¥5,400 / Child（4-12 years old）￥2,700
4-10 Jan and Weekend & National Holidays: Adult ¥6,000 / Child（4-12 years old）¥3,000
［Premium Dim Sum Dinner Buffet  （Mon & Tue only）］ 

General Price: Adult ¥8,100 / Child（4-12 years old） ¥4,050
Special Price for L&S, pürovel spa & sport members and Checked-In Guests:
Adult ¥6,900 / Child（4-12 years old） ¥3,450      　

飲茶オーダーバイキング
Dim Sum Order Buffet

Lunch Buf fet 2022. 1/4～, Dinner Buf fet 2022. 1/10～

春の歓送迎会プラン
Spring Party Plan

・特別メニューのため割引優待との併用ができません。
・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。・4名様より承ります。
・10名様以上でのご予約で、下記特典をプレゼント！
   梅コース 桜コース：点心盛り合わせ、椿コース：北京ダック、 牡丹コース：北京ダックサービスと個室料無料
・Any Discount is not applicable.  ・All Prices including tax, service charge.  ・Minimum Party of 4 guests.
・For reservations of more than 10 persons:
  Complementary Dim Sum Selection for UME and SAKURA | Complementary Peking Duck for TSUBAKI
  Complementary Peking Duck & Private Room Charge for BOTAN

梅 UME ￥6,000
セットメニュー+ソフトドリンク飲み放題　Set Menu+ Free Flow Soft Drink
※ランチ限定プラン　Available during Lunch period only.

桜 SAKURA ￥7,500 
セットメニュー+ソフトドリンク飲み放題　Set Menu+ Free Flow Soft Drink

椿 TSUBAKI ￥10,000 
セットメニュー+ソフトドリンク飲み放題　Set Menu+ Free Flow Soft Drink

牡丹 BOTAN ￥13,500 
セットメニュー+ソフトドリンク飲み放題　Set Menu+ Free Flow Soft Drink

アルコール飲み放題などの追加オプション有
Additional upgrades including free flow alcohol is available.

・90分制 ・プラス￥1,400で一品料理も食べ放題
・90 min order limit ・Extra 1,400 yen for à la carte is available

ランチ Lunch

・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 ・LS会員様向けの5,000円券はご利用いただけます
・90 min order limit  ・Only Mon & Tue.  ・Not applicable with other discount and benefits.
・L&S 5,000 yen voucher applicable per group.

ディナー Dinner
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・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.

・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。



シーズナルメニュー“スプリング”
Spring Seasonal Menu

2022. 3/1～4/301名様 for one ¥ 10,950

・Marinated Potherb Mustard and Yellow Chinese Chive
・Soy Milk Skin with Miso and Sea Urchin Dashi Base
・Selection of 9 Kushiage（Tiger Prawn, Green Asparagus, Firefly Squid, Wagyu Beef, 

Mugwort Tofu, Bamboo Shoot, Aralia Sprout, Cherry Sea Bream and Japanese Bird’s Nest Fern 
Japanese Pork and Leek） 

・水菜と黄にらのお浸し
・生湯葉の白味噌仕立て
・創作串揚げ9種（車海老、グリーンアスパラガス、蛍烏賊、和牛、よもぎ豆腐、筍、たらの芽
桜鯛とオオタニワタリ、ブランド豚と白葱）　を含む全 6品

・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.
・L&S Crazy Wednesday discount is not applicable.

ワインディナー
Wine Dinner

ワイン&ダイン「シュン」  SH'UN Wine &Dine6F

・1/20 日本、2/17 ボルドー、3/17 中部イタリア
・ 20th Jan Japan, 17th Feb Bordeaux, 17th Mar Central Italy

ワインセミナー
Wine Seminar

1名様 for one ¥ 7,500 2022. 1/20 , 2/17, 3/17
ご予約制 Reservations are required.

河豚・蟹・冬の幸とフリーワインペアリングディナー
Pufferfish and Crab Winter Taste with Free Wine Pairing Dinner

1/28

・1グラスシャンパーニュ付 with 1 glass of Champagne ¥ 21,000
・ワインセット付 with Wine set ¥ 32,000

春の味覚とフリーワインペアリングディナー
Spring Taste with Free Wine Pairing Dinner

3/25

・1グラスシャンパーニュ付 with 1 glass of Champagne ¥ 16,000
・ワインセット付 with Wine set ¥ 28,000

生湯葉の白味噌につけてお召し上がりいただく創作串揚げセットメニューです。

Discover a new way of enjoying Osaka’s kushiage, dipped in fresh soy milk skin and miso.
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・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.

・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。



ストロベリー&スイスチョコレート
バレンタイン アフタヌーンティー
Strawberry & Swiss Chocolate Valentine A fternoon Tea

平日 Weekday 1名様 for one ¥ 4,950
土･日･祝 Weekend and National Holiday 1名様 for one ¥ 5,450 2022. 2/1～2/28

旬のイチゴと濃厚なスイスチョコレートを使用し、程よい酸味と
甘みを合わせたアフタヌーンティー。

Delight in a marr iage of seasonal strawberries and high-qual i t y
Swiss chocolate, for a memorable Valent ine a f ternoon.   

「ザ・ラウンジ」  THE LOUNGE6F

ミュージカル『オペラ座の怪人』 アフタヌーンティー
The Musical "The Phantom of the Opera" A fternoon Tea

劇団四季とのコラボレーションでお届けする、
愛と音楽に彩られたアフタヌーンティー。
ハープが奏でる『オペラ座の怪人』の名曲とともに、
作品の世界観をお楽しみください。 

In partnership with Shiki Theatre Company, unmask 
an afternoon tea filled with music and love as you enjoy live
harp performances featuring songs from the musical. 

ホテルへ直接ご予約されたお客様の中から抽選で2組4名様に、
大阪四季劇場で上演されるミュージカル『オペラ座の怪人』の
ペアチケットをプレゼント。  

Book directly for a chance to win 2 tickets to the musical 
"The Phantom of the Opera" at Osaka Shiki Theatre.

平日 Weekday 1名様 for one ¥ 4,950
2022. 3/6～4/30

・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）
・L&S Select Certificate is not applicable. 
  However, it is applicable for Sweet Buffet at Tavola36（Up to 3 vouchers）

スイートストロベリー & TWG Tea アフタヌーンティー
Sweet Strawberr y & T WG Tea A fternoon Tea

旬のイチゴやラグジュアリーティーブランドのTWG Teaを使用した
スイーツで魅力的なアフタヌーンティーをご提供いたします。

Have a taste of this season's strawberr ies paired
with luxur y tea brand T WG Tea.

平日 Weekday 1名様 for one ¥ 4,950
2022. 1/1～1/31

土･日･祝 Weekend and National Holiday 1名様 for one ¥ 5,450

土･日･祝 Weekend and National Holiday 1名様 for one ¥ 5,450
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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.



マンスリーケーキ
Monthly Cake

バレンタイン ギフトボックス
Valentine Gift Box

マロンチョコレートクリームとラム酒クリームを使用した和栗のモンブラン。
Indulge in rich nuttiness from Japanese chestnuts, with marron chocolate cream and rum cream.

¥ 720
和栗のモンブラン
Japanese Chestnut Mont Blanc

1月
January

アールグレイのムースとチョコレートガナッシュのマリアージュをお楽しみいただけるスイーツです。
Enjoy the robust f lavours of Earl Grey mousse, combined with rich chocolate ganache.

¥ 680
ガトールージュ
Gâteau Rouge

2月
February

「スイスグルメ」  Swiss Gourmet6F

桜の風味豊かな香りと濃厚な抹茶が楽しめるムースをご用意しました。
Take a bite of spring featuring the sweet aroma of cherry blossoms and rich matcha.

¥ 640
桜と抹茶のムース
Sakura and Matcha Mousse

3月
March

2022. 2/1～2/141名様 for one ¥ 3,000

「スイスグルメ」では期間限定でバレンタインギフトボックスを販売いたします。
スイスチョコレートを使用した、チョコレートフォンデュやリップスティックチョコレートなど、
大切な方へのプレゼントにご利用ください。 

Delight in love at f irst bite with Swiss Gourmet’s limited time Valentine’s Gift Boxes. 
Featuring Swissôtel’s signature Chocolate Fondue and Lipstick Chocolate made using high-quality 
Swiss Chocolate, share the sweetness to your loved ones with premium gourmet treats.  

・チョコレートフォンデュ
・リップスティックチョコレート
・ストロベリー マシュマロ

・Chocolate Fondue
・Lipstick Chocolate
・Strawberry Marshmallow
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・All prices in our menus are inclusive of 8% consumption tax.
・Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. ・Contents and prices may be revised without prior notice.

・記載料金には8%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。



Restaurant Informationレストラン情報

06-6646-5129

11：30-15：00 / 17：30-21：00

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

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

10FP9,P10

06-6646-1111

月-金 Mon-Fri 11：00-18：00
土・日・祝 Sat, Sun and National Holiday 10：00-18：00

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

「ザ・ラウンジ」 THE LOUNGEP13,P14 6F

06-6646-1111

7：30-20：00

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

 「スイスグルメ」 Swiss Gourmet6FP15,P16

朝食 / Breakfast
6：30-10：00（ラストエントリー / Last Entry）

06-6646-5125 

36F

ランチ / Lunch
11：30-14：30（ラストエントリー / Last Entry）

スイーツビュッフェ（土･日） / Sweet Buffet（Sat and Sun）
15：30-16：30（ラストエントリー / Last Entry） 

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

「タボラ36」 Tavola36

P3,P4

06-6646-5127

11：30-15：00 / 17：30-21：00

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

日本料理「花暦」
Hana-Goyomi Japanese Restaurant

10FP7,P8

06-6646-5128ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

鉄板焼「みなみ」
Minami Teppanyaki Restaurant

10F
P5,P6

11：30-15：00
日-金 Sun-Fri 17：30-21：00

土 Sat 17：30-21：30

ディナー（土） / Dinner（Sat）
18：00-21：00（ラストエントリー / Last Entry）

ディナーは土曜日のスイスビュッフェナイトのみ営業しております。
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, except for Sat Swiss Buffet Night.
Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

ディナー（土） / Dinner（Sat）
18：00-21：00（ラストエントリー / Last Entry）

ディナーは土曜日のスイスビュッフェナイトのみ営業しております。
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, except for Sat Swiss Buffet Night.
Please check the website or call 06 6646 1111 for the latest information.

06-6646-5122

11：30-15：00 / 17：30-21：00

定休日 / Closed on 月・火  Mon, Tue 但し1/ 3は営業、1/5は休業
Open on January 3 and closed on January 5

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

全席禁煙 / No Smoking in All Venues

営業時間 / Operation Hours

6F ワイン&ダイン「シュン」
SH'UN Wine &DineP11,P12
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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 

期間限定特別オファー!
6カ月体験会員

□□ 入会金 ￥0
□ 保証金￥0
□ 月会費 ￥55,000

□ 入会金 ￥2,750,000
□ 保証金 ￥500,000
□ 月会費 ￥38,115
□ □ 年会費 ￥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）
□ 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

ご予約・お問い合わせ ｜ 06-6646-1114 または Purovel.Osaka@swissotel.com

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。

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。

1名様 ¥ 19,000

・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
・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。

【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。
･ 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。

入会特典

□ 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

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&スポーツにて、下記エステメニューよりひとつをご体験 
□「タボラ36」、「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
・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

バイタリティ アフタヌーン
（スパ+アフタヌーンティー）

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 
□「みなみ」、「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
・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
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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

・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 

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。

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

ホテル自慢のお料理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！

スイスホテル南海大阪 Winter Special
2022. 2/28 まで

・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。
・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。

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 

学生生活の締めくくりに。ご予算やご要望に合わせて
お料理を選べる3つの謝恩会プランをご用意いたしました！

謝恩会パーティープラン
2022. 2/1～3/31

フリードリンク

限定特典あり

・ご出席人数25名様につき先生1名様無料（最大 先生3名様まで）
・花束の特別割引 ￥5,500（税込）以上で20％割引（要予約）
・集合写真が通常価格 1枚￥1,430→￥1,100（税込）当日お渡しも可能（要予約）
・液晶プロジェクター＆固定型スクリーンご利用無料  など

アプローズプラン
1名様 ¥10,000

豪華な特典満載！
ハイグレードなスペシャルプラン

西洋コース料理、
西洋ブッフェ料理、西洋卓料理

プレシャスプラン
1名様 ¥9,000

お料理重視のグループに
おすすめのこだわりプラン

西洋コース料理、
西洋ブッフェ料理、西洋卓料理

スタンダードプラン
1名様 ¥8,000

フリードリンクが付いた
ベーシックプラン

西洋ブッフェ料理、
西洋卓料理

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

フリードリンク 

2時間半！
ゆったり
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おふたりのこだわりをお得に叶えることができる！

［ベストレート保証］
当ホテル公式ホームページよりブライダルフェアのご予約をいただいた方には、一番お得な見積もりをご案内いたします。

20名様 ¥594,000  お1人様追加 ¥20,900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

□□ 衣裳特別プランでご案内（洋装各1点）
□ ご新婦様2点目のドレス50%OFF※
□ 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

※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。

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

サマーウエディングプラン

とっておき極上
5大プレミアム特典

□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。

特典

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！

2022. 12/31 まで

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）

¥308,000

・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。
・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。

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 ¥253,000 お1人様追加料金 ¥18,700

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 定休日：火曜日･水曜日
ウエディングホームページ ｜ https://swissotelnankaiosaka.com/ja/

2022. 8/31 まで
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SW ISS LEV EL Special Of fer

スイスセレクト ルーム
¥23,000～

Swiss Select Room
¥23,000～

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「冬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: Winter Swiss Level Promo to avail!

スイスレベル 特別オファー
2022. 1/1～3/31

［ご宿泊プラン特典］
・「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）

［ This offer includes ］
・Breakfast at Tavola36
・15% Dining Discount in our Restaurants（except Swiss Gourmet and In Room Dining）

［ご宿泊プラン特典］
・10,000円分のレストランクレジット
（館内6つのレストラン、「スイスグルメ」およびインルームダイニング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）

［ This offer includes ］
・F&B Credits worth JPY10,000 for 6 restaurants, Swiss Gourmet and In Room Dining
・15% Dining Discount in our Restaurants（except Swiss Gourmet and In Room Dining）

Stay + F& B Of fer

レストランクレジット付プラン

スイス アドバンテージ ルーム
¥29,000～

Swiss Advantage Room
¥29,000～


