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 ］
￥77,000（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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Hana-Goyomi
ゴールデンウィーク キッズフリー

S easona l S p ecia l
2022. 4 / 29〜5 / 5

Golden Week K ids Eat Free
期間中、大人1名様につき、お子様（4 - 12歳）1名に無料でお子様用メニューをご提供いたします。

Golden Week

One child aged 4 -12 enjoys the Children’s Menu for FR EE for ever y f ull paying adult.
・一口天婦羅、手巻き寿司、季節のプリン
・Bite-Sized Tempura, Temaki-Zushi（ Hand-Rolled Sushi ）
, Seasonal Pudding

Minami
ゴールデンウィーク キッズプロモーション
Golden Week K ids Eat Free Dinner
未就学児 Preschooler 1名様 for one

¥ 2,500
¥ 3,500

小学生 Elementary student 1名様 for one

2022. 4 / 29 〜5 /5
ご予約制 Reser vations are required.

お子様はテンダーロインステーキ食べ放題！
通常料金がランチ ¥11,000 以上、ディナー ¥19,900 以上のコースメニューを事前予約いただいた
ご家族は、お子様のテンダーロインステーキの食べ放題を特別価格でお楽しみいただけます。
こちらの特典には国産牛テンダーロインステーキ食べ放題、ご飯、味噌汁、香の物が含まれます。
K ids Eat Free Tenderloin Steak!

One child gets to enjoy unlimited Japanese Beef Tenderloin Steak,
if accompanied by families with prior reservations of our set menu
（ Lunch: ¥11,000- / Dinner: ¥19,900- ）
.
This promotion includes unlimited Japanese Beef Tenderloin Steak, Rice,
Miso Soup and Japanese Pickles.
・他のご優待特典や割引と併用いただけません。
・会員様割引はご利用いただけます。
（但し、除外日の割引率の適用となります）
・Cannot be used in conjunction with other privilege and / or discounts.
・Can be used in conjunction with Member's discounts with blackout dates.

Empress Room
ゴールデンウィーク キッズフリーディナー

2022. 4 / 29〜5 / 5

Golden Week K ids Eat Free Dinner
ディナータイムにコース料理をご注文いただくと、
大人 1名様につきお子様1名様に無料のキッズプレートをご提供いたします。
One child aged 4 -12 enjoys the K id’s Plate for FR EE for ever y f ull paying adult ordering
a set menu during Dinner period.
［ミニキッズプレート / Mini Kid's Plate（ 2-6 歳 2-6 years old）］
・唐揚げ、焼売、炒飯、デザートなど
・Deep Fried Chicken, Pork Dumpling, Fried Rice, Dessert
［キッズプレート / Kid's Plate（6 -12 歳 6 -12 years old ）］
・中華風卵焼き、唐揚げ、酢豚、炒飯、デザートなど
・Chinese Style Egg Omelet, Deep Fried Chicken, Sweet and Sour Pork, Fried Rice, Dessert
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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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36F

「タボラ36 」 Tavola36

スイーツビュッフェ
Sweet Buf fet
4月
April

2022. 4 / 2〜6 / 26 土・日 / Sat, Sun
4 / 29 および 5 / 3〜5は営業いたします。 Including 4 / 29 and 5 / 3〜5

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

苺の女王「あまおう」を贅沢に使用したストロベリーパーティーの開催！
Delight in a sweet revelry of desserts f eaturing A maou, The Queen of St rawberries!

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
5月、6月
May, June

シュタイフ ハニーホリック
Steiff Honeyholic Sweet Buffet

ドイツ最高級テディベア「シュタイフ」とコラボしたハニーホリックティーパーティーへようこそ！
Enjoy Honey - l icious treats with Steiff, Germany’s adorable teddy bear!

Adult ￥6,000
Child（ 4 -12 years old ）¥3,000
with Coffee, Tea and Juice

大人 ￥6,000
お子様（ 4 -12 歳）¥3,000
コーヒー、紅茶、ジュース付

ブランチビュッフェ
Brunch Buf fet
4月、5月
April, May

2022. 4 /2〜6 / 26
土・日・祝 / Sat, Sun and National Holidays

ガーデンピクニック
A Garden Picnic

行楽のシーズンに合わせて、旬の大阪産野菜を使用したガーデンピクニックがテーマのブランチをご提供いたします。
Celebrate the season as we bring the outdoors in, featuring Osaka’s vegetable har vest.
6月
June

イン ザ ローズ
In the Rose

バラの季節に合わせて、バラをテーマに、季節の花のエッセンスを取り入れた料理をお楽しみください。
A n af ternoon in full bloom awaits with dishes featuring this season’s roses.
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

スイス ビュッフェ ナイト
Swiss Buf fet Night
大人 ￥7,500
お子様（ 4 -12 歳）¥3,750
コーヒー、紅茶、ジュース付

03

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

2022. 4 / 2〜6 / 25
毎週土曜日/ Ever y Sat

Adult ￥7,500
Child（ 4 -12 years old ）¥3,750
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.
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10F

日本料理「花暦」 Hana-Goyomi Japanese Restaurant

シーフード会席「あやめ」

1名様 for one

¥ 18,700

2022. 5 / 1〜5 / 31

AYA ME Seafood K aiseki
・国産牛フィレステーキ
・天婦羅変わり揚げ 瀬戸内産鱧とアスパラ巻き薄衣揚げ を含む全 8 品
・Japanese Beef Fillet Steak
・Unique Tempura: Setouchi Hamo Japanese Conger and Asparagus Wrap with Plum
・ランチタイムでも承ります。
（ご予約制）・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。
・This promotion is also available during Lunch period.（ Reservations are required ）
・Member ʼ s discount of 20% applies for this special offer.

旬菜とお寿司セットランチ

1名様 for one

¥ 6,800

2022. 5 / 1〜5 / 31

Sushi Set Lunch
・握り寿司（炙り烏賊、真鯛昆布〆、光物、鮪赤身、帆立貝柱、ボイル天然海老、縞鯵、鰻、巻き寿司三貫）
・天婦羅 鱧薄衣揚げ を含む全 6 品
・Nigiri Sushi（ Scorched Squid, Sea Bream Seasoned with Kelp, Silver- Skinned Fish, Tuna,
Scallop, Boiled Wild- Caught Shrimp, Striped Jack, Unagi Eel, Sushi Roll ）
・Tempura: Hamo Japanese Conger
・本プロモーションはランチタイムのみ承ります。・カウンター、テーブル席1日限定10 名様。
・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。
・This promotion is available during Lunch period only.
・Up to 10 pax per day; Served at counter and table.
・Member ʼ s discount of 15% applies for this special offer.

春のプリフィックス会席

1名様 for one

¥ 18,000

2022. 4 / 1〜4 / 30

Prefix K aiseki
・本日のお造り盛り合せ（縞鯵 奄美鮪中とろ 剣先烏賊）
・和牛すき煮 または 和牛ローストビーフ（いちぼ）を含む全 8 品
・A Selection of Sashimi（ Trevally, Amami Chutoro Medium Fatty Tuna and Squid ）
・Braised Beef, Senshu Onion or Roasted Wagyu Rump
・ランチタイムでも承ります。
（ご予約制）・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。
・This promotion is also available during Lunch period.（ Reservations are required ）
・Member ʼ s discount of 20% applies for this special offer.

「桜草」ランチコース

1名様 for one

¥ 7,900

2022. 4 / 1〜4 / 30

Sakurasou L unch
・本日のお造り二種盛り合せ（真鯛、奄美鮪）
・握り寿司三品と細巻き寿司盛り合せ を含む全 7 品
・A Selection of Sashimi（ Sea Bream and Amami Tuna ）
・Nigiri Sushi and Rolled Sushi
・本プロモーションはランチタイムのみ承ります。・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。
・This promotion is available during Lunch period only.
・Member ʼ s discount of 15% applies for this special offer.
・L&S Crazy Wednesday discount and Party Ticket 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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10F

鉄板焼「みなみ」 Minami Teppanyaki Restaurant

黒毛和牛のフィレカツとオマール海老の鉄板焼ランチ

佐賀牛ディナー

Teppa n- Gr illed L obster and Wag yu Beef Fillet Cutlet Lunch

Sa ga Beef Dinner

1名様 for one

¥ 13,000

2022. 4 /1〜5 / 31

¥ 24,900

2022. 5 /1〜6 / 30

・オマール海老 1 / 2 尾の鉄板焼
・玉葱 薩摩芋 長野県産きのこの鉄板焼と黒毛和牛のフィレカツ 60ｇ
3 種類のソース（みなみ特製煎り胡麻とんかつソース、味噌ソース、赤ワインソース）を含む全 6 品

・佐賀県産さくらポークの鉄板焼
・佐賀牛テンダーロイン 80ｇ
・佐賀牛の焼きしゃぶご飯、味噌汁、香の物 を含む全 7 品

・Teppan-Grilled 1 / 2 Lobster
・Teppan-Grilled Onion, Sweet Potato, Mushrooms from Nagano Prefecture

・Teppan-Grilled Sakura Pork from Saga Prefecture
・Saga Beef Tenderloin 80g
・Saga Beef Yaki-Syabu Rice, Miso Soup and Japanese Pickles

and Wagyu Beef Fillet Cutlet 60g includes
3 kinds of sauces（ Original Roasted Sesame Tonkatsu, Miso and Red Wine ）
・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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1名様 for one

・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。

・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.

・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

飲茶オーダーバイキング
Dim Sum Order Buf fet
飲茶オーダーランチバイキング

Dim Sum Order Style Lunch Buffet

平日
大人 ¥5,400 お子様（ 4 -12 歳）¥2,700
土・日･祝 大人 ¥6,000 お子様（ 4 -12 歳）¥3,000

Weekdays: Adult ¥5,400 / Child（ 4 -12 years old ）￥ 2,700
Sat, Sun and National Holidays: Adult ¥6,000 / Child（ 4 -12 years old ）¥3,000

プレミアム飲茶ディナーバイキング（月・火限定）

Premium Dim Sum Dinner Buffet（ Mon & Tue only ）

大人 ¥8,100 お子様（ 4 -12 歳）¥4,050
L&S およびピュロヴェル会員、宿泊者限定価格 ¥6,900

お子様（ 4 -12 歳）¥3,450

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

ランチ Lunch

ディナー Dinner

・90 分制 ・プラス￥1,400で一品料理も食べ放題。
・90 min order limit. ・Additional ¥1,400 for à la carte is available.
・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。・L&S 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.

エンプレスルーム鮑フェア

2022. 5 /1〜5 / 31

Empress Room Abalone Fair
【シェフスペシャルコース Chef's Special Course 1名様 for one ¥25,000 】
・鮑の冷製と季節の前菜盛合わせ ・スープ ・活黒鮑のバターソテー を含む全 6 品
・Chilled Abalone with Seasonal Appetizer Platter ・Soup
・Sauteed Live Black Abalone with Butter Sauce
・2 名様以上から承ります。・Minimum party of 2 guests.

【アラカルト à la carte 】
・活黒鮑 ・活黒鮑のバターソテー ・活黒鮑と野菜のあっさり炒め ・活黒鮑の蒸し物 ・活黒鮑の XO 醤炒め
・Live Black Abalone ・Sautéed Live Black Abalone with Butter Sauce
・Sautéed Live Black Abalone with Fresh Vegetables ・Steamed Live Black Abalone with Leek
and Ginger Sauce ・Sautéed Live Black Abalone with XO Sauce
・ランチ、ディナー共に承ります。・This promotion is available both Lunch and Dinner period.

エンプレスルーム特製ちまき
R ice Dumpling Wrapped in Bamboo L eaves

1 個 / 1 piece
3個 / 3 pieces

¥ 880
¥ 2,300

2022. 6 /1〜6 / 30

6月は中国のドラゴンボートフェスティバルのシーズンです。
この季節に食べる伝統の特製ちまきをご用意しました。叉焼、塩卵、椎茸など具沢山のちまきです。
A Chinese Dragon Boat Festival Specialty popular in June,
featuring Wrapped Rice Dumplings（Z hong Z h i）
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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

地域巡りコース 関西

1名様 for one

¥ 10,950

2022. 5 /1〜6 / 30

K ansai Culinar y Tour
・旬菜
・創作串揚げ 9 種
車海老、京都産万願寺唐辛子の豚肉巻き、鰹のカツレツ ミラノ風、湯葉豆腐、琵琶湖の稚鮎、
滋賀県産近江牛 蕗味噌のせ、和歌山産清流椎茸、淡路産しらすのじゃが芋饅頭、神戸ポークと白葱
・淡路産新玉葱御飯、留め椀、香の物 を含む全 6 品
・Amuse
・Selection of 9 Kushiage

Tiger Prawn, Kyoto Manganji Pepper Wrapped in Pork, Bonito Cotoletta alla Milanese,
Soy Milk Skin Tofu, Lake Biwa Sweetfish, Shiga Omi Beef with Butterbur Miso,
Wakayama ʼ s Branded Shiitake Mushroom, Potato Dumpling with Awajishima Baby Sardine,
Kobe Pork and Leek
・Butter-Flavoured Onion Rice, Miso Soup and Japanese Pickles
・仕入れ状況により食材の変更がある場合がございます。
・Contents may be revised according to market availability without prior notice.

ワインディナー
Wine Dinner

2022. 5 / 27
ご予約制 Reser vations are required.

関西地域巡り 〜コースとワインのフリーペアリングディナー〜
A Taste of Kansai Prefect ure with Free Choice Wine Pairing Dinner

・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 Sets ¥28,000

ワインセミナー
Wine Seminar

1名様 for one

¥ 7,500

2022. 4 / 21, 5 / 19, 6 / 16
ご予約制 Reser vations are required.

・4 / 21 ドイツ、 5 / 19 カリフォルニア、6 / 16 スペイン
・21 Apr: Germany, 19 May: California, 16 Jun: Spain
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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

ミュージカル『オペラ座の怪人』アフタヌーンティー
T he Musical " T he Phantom of the Opera" A f ternoon Tea
平日 Weekday 1名様 for one

¥ 4,950

土･日･祝 Sat, Sun and National Holidays 1名様 for one

¥ 5,450

2022. 3 / 6〜4 / 30

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
"T he Phantom of the Opera" at Osaka Shiki Theatre.

・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 」のスイーツブッフェにご利用いただけます。
（上限 3 枚まで）
・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 ）

劇団四季
ミュージカル『オペラ座の怪人』大阪四季劇場にて上 演中

撮影：阿部章仁
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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

「スイスグルメ」 Swiss Gourmet

ラ ヴィ パリジェンヌ アフタヌーンティー
L a Vie Parisienne A f ternoon Tea
平日 Weekday 1名様 for one

¥ 4,950

土･日･祝 Sat, Sun and National Holidays 1名様 for one

¥ 5,450

2022. 5 / 1〜5 / 31

洋服やコスメを模ったスイーツやセイヴォリーが特別な世界観を表現します。
Travel t hrough food w it h sweet a nd savour y select ions in t rue French fashion.

バイタリティ アフタヌーンティー
Vit alit y A f ternoon Tea
平日 Weekday 1名様 for one
土･日 Sat, Sun 1名様 for one

¥ 4,950
¥ 5,450

2022. 6 / 1〜6 / 30

泉州アグリで採れた栄養価の高い食材を使用したスイーツやセイヴォリーをお楽しみください。
Invest in your hea lt h wit h an indulgent a f ter noon of sweet a nd savour y t reats featur ing
nour ishing ingredients and produce f rom our pa r t ner S enshu A gri Farm.

マンスリーケーキ
Monthly Cake
ストロベリーとマスカルポーネのクラフティ
4月
April Strawberr y and Mascarpone Clafoutis

¥ 640

イチゴの酸味とマスカルポーネの旨みが見事にマッチした一品です。
A perfect match of tart strawberries and mascarpone.
5月 パッションフルーツのルリルージュ
May Passion Fruit Religieuse

¥ 640

パッションフルーツとマンゴークリーム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 taste of the tropics with passion fruit blended with luscious mango cream.
チーズとレモングラスのパイ
6月
June Cheese and Lemongrass Pie

¥ 640

濃厚なチーズとレモングラスのさわやかな香りをお楽しみください。
Indulge in cheesy goodness with aromatic citrus hints from lemongrass.
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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.

・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,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

P3, P4

11：30-15：00 / 17：30-21：00

営業時間 / Operation Hours
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）

スイーツビュッフェ
（土･日）/ Sweet Buffet（Sat and Sun）

6F

15：30 -16：30（ラストエントリー / Last Entry）

P11,P12

ワイン & ダイン
「シュン」

SH'UN Wine & Dine

ディナー（土）/ Dinner（Sat）

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

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。

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.

11：30-15：00 / 17：30-21：00

営業時間 / Operation Hours

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

月・火 Mon, Tue

定休日 / Closed on

P5,P6

10F

日本料理「花暦」

P13,P14,P15

Hana-Goyomi Japanese Restaurant

ご予約・お問い合わせ / For Reservations

P7,P8

10F

「ザ・ラウンジ」THE LOUNGE

06-6646-1111

全席禁煙 / No Smoking in All Venues
11：30 -15：00 / 17：30-21：00

営業時間 / Operation Hours

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

鉄板焼「みなみ」
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
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6F

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

06-6646-5122

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
日- 金 Sun-Fri 17：30 -21：00
土 Sat 17：30 -21：30

営業時間 / Operation Hours

7：30- 20：00
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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。

20

スイスホテル南海大阪

歓送迎会プラン

ホテル自慢のお料理で歓送迎会をお楽しみください。
感謝や歓迎の気持ちを伝えるパーティーに最適なご宴会プランです。

フレンズ

1名様 ¥10,000

プレミア

1名様 ¥12,500

デラックス

1名様 ¥15,500

フリードリンク
充実の11種類

2022. 6 / 30 まで

西洋料理（ブッフェ、卓料理、コース料理）中国料理（卓料理）
会席料理（デラックスコースのみ）
［特典 ］
30名様以上のご利用で素敵な特典付き

ビール、赤ワイン、白ワイン、焼酎（芋・麦）、日本酒、梅酒、ウィスキー
各種カクテル、各種ソフトドリンク、ノンアルコールビール、各種ノンアルコールカクテル
※日本酒は中国酒へ変更可能

・料金には、
お料理、
お飲物、会場使用料、音響（ BGM・マイク）、税金・13％のサービス料と10％の消費税が含まれます。

スイスホテル南海大阪 同窓会プラン
ご利用時間

ゆったり2時間半！

シルバー

1名様 ¥9,000

ゴールド

1名様 ¥12,000

ダイヤモンド

1名様 ¥15,000

フリードリンク
充実の10 種類

2022. 4 / 1〜2023. 3 / 31

西洋料理（ブッフェ、卓料理、コース料理）中国料理（卓料理）
会席料理（ダイヤモンドコースのみ）
［ 限定特典］
集合写真ご優待
1カット ￥1,430 → ￥1,100（税込）

ビール、赤ワイン、白ワイン、焼酎（芋・麦）、日本酒、ウィスキー
各種カクテル、各種ソフトドリンク、ノンアルコールビール、各種ノンアルコールカクテル
※日本酒は中国酒へ変更可能

・料金には、
お料理、
お飲物、会場使用料、音響（ BGM・マイク）、税金・13％のサービス料と10％の消費税が含まれます。

・ブッフェは30 名様以上、卓料理・コース料理は10 名様以上でお申し込みください。

・ブッフェは 30 名様以上、卓料理・コース料理は15 名様以上でお申し込みください。

・セットプランのため、
ご参加人数分のご注文とさせていただきます。

・セットプランのため、
ご参加人数分のご注文とさせていただきます。

・贈呈用花束（￥5,500 〜 税込）
を20%OFFにてご提供させていただきます。

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

私達は、心を込めてゲストの皆様をお迎えし、
安心してお寛ぎいただくことに最善を尽くしています。
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プラン / 料金

とっておき極上
3大プレミアム特典

オータム ウエディングプラン

プライベートウエディング・セレモニープラン

2022. 9 / 1〜11 / 30 まで

2022. 12 / 31 まで

おふたりのこだわりをお得に叶えることができる！

アットホームウエディングをお考えの方へ！

20名様 ¥ 649,000 お1人様追加 ¥23,100

セレモニープラン - チャペル式

□ ご新婦様 2 点目のドレス 25 万円（税別）分 プレゼント ※
□ 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
□ ブーケブートニアプレゼント
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

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

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］

¥286,000

お1人様追加料金

¥20,900

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）

※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。

・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。

・料金はサービス料 13％と消費税を含みます。

・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。

・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
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

□ 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。

swissotel_romance

ウエディングホームページ ｜ https://swissotelnankaiosaka.com/ja/
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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スイスレベル 特別オファー
2022. 4 /1〜6 /30

S W IS S L E V EL Specia l Of fer
［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 ］
・Complimentary Breakfast at Tavola36
・15% Dining Discount in our Restaurants（ except Swiss Gourmet and In Room Dining ）
スイスセレクト ルーム
¥23,000 〜

Swiss Select Room
¥23,000 〜

レストランクレジット付プラン
St ay + F & B Of fer
［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 ）
スイス アドバンテージ ルーム
¥29,000 〜

Swiss Advantage Room
¥29,000 〜

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「春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: Spring Swiss Level promo to avail!

