
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 9月 17日 

 

帝国ホテル 大阪 

「クリスマスディナーショー 2021」 

開催決定！ 
  

髙橋真梨子さん、郷ひろみさん、七海ひろきさん、鈴木雅之さんによる 

珠玉のステージをお楽しみいただけます。 

 

         ◇髙橋真梨子   12 月 13 日（月）・14日（火） 

         ◇郷 ひ ろ み   12 月 20 日（月） 

         ◇七海ひろき   12 月 24 日（金） 

         ◇鈴 木 雅 之    12 月 25 日（土） 

 

 

クリスマスディナーショー 2021 

（左から 髙橋真梨子、郷ひろみ、七海ひろき、鈴木雅之） 

 

 

 

帝国ホテル 大阪は、本年、開業25周年を迎えました。 
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帝国ホテル 大阪（総支配人：幸田雅弘、大阪市北区）は、華やかなショーと帝国ホテル伝統の 

フランス料理をお楽しみいただける「クリスマスディナーショー 2021」を 12月 13日（月）～ 

25日（土）まで 5日間にわたり開催します。※１ 

 

 本年も、例年大変人気の高い髙橋真梨子さん、郷ひろみさん、七海ひろきさん、鈴木雅之 

さんをお迎えし、一流のアーティストによるパフォーマンスと、帝国ホテルのフランス料理 

でクリスマスの華やかなひとときを堪能いただけるイベントを開催いたします。 

コロナ禍の外出自粛などにより、イベントへの参加機会が減少する中、感染症拡大防止策

を徹底した上で、遠出せずとも近場で安全にお楽しみいただける場をご提供します。 

 また、クリスマス期間には、ホテルを美しいイルミネーションで装飾し、各レストランで 

ご用意するクリスマスメニューなど、ホテル全体でクリスマスムードを演出します。 

 

 

〇帝国ホテルの安全・安心に対する取り組み 

 安全・安心にお過ごしいただくための対策として、お客様と出演者 

ならびにお客様同士の距離を確保するため、収容人数を減らしての開催 

を予定しています。 
  来館時には、サーモグラフィーによる検温やアルコール消毒を実施し、 

飲食中以外でのマスク着用をお願いするなど、3密の回避ならびに飛沫・ 

接触感染の防止に徹底して取り組みます。当社は、感染症予防対策などにおいて国際的な衛生 

基準を満たした施設であることを証明する GBAC STARTM認証を取得しています。 

当社の新型コロナウイルス感染症への安全対策については、ホームページにてご紹介しています。

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/news/cat312/post_65.html 

 

 

〇帝国ホテルのサステナビリティ推進活動 

当社は国連が提唱する SDGs(持続可能な開発目標)への対応を積極的に推進し、企業としての 

社会的責任を果たすべく、環境問題への全社的、継続的な取り組みを行っております。その活動 

の一環として、このイベントの電力消費による CO2 排出量は J-クレジット制度※2を利用して、 

J-クレジットを購入し、カーボン・オフセットいたします。 

 

 帝国ホテル 大阪の「クリスマスディナーショー 2021」の概要は次頁の通りです。 

 

※1：感染状況および自治体の要請に応じて、イベントは延期・中止となる場合がございます。 

   催事の最新情報はホームページをご参照ください。https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/event/dinnershow_2021.html 

※2：J-クレジット制度は省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を 

「クレジット」として国が認証する制度です。国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展的に統合した 

 制度で、国により運営されています。 

 

 

 

 

 

 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/news/cat312/post_65.html
https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/event/dinnershow_2021.html
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「クリスマスディナーショー 2021」 概要 

 
◇髙橋真梨子 

【開  催  日】 2021年 12月 13日（月）・14日（火） 

【時    間】 ディナー／18:30～、ショー／20:00～ 

【会    場】 孔雀の間（3階） 

            ※ショーはシアター形式でのご案内となります。 

               お食事は別会場にてご用意いたします。 

【料    金】 47,000円   

【予 約 受 付】 2021年 9月 27日（月）10：00より  

   

 

 

＜プロフィール＞ 

14 歳からジャズの勉強を始める。1972 年にペドロ＆カプリシャスの 2 代目ボーカリストとして

デビュー。「ジョニィへの伝言」「五番街のマリーへ」などのヒット曲を数多く出し、1978年 

「あなたの空を翔びたい」でソロデビュー。芸能生活 50 周年イヤーとなった 2016 年には、日本人 

前人未到の 3度目となるニューヨーク・カーネギーホール公演を成功させた。 

2019年 6月のコンサートで、ソロ・コンサート動員数 700万人を達成。 

2020年 8月髙橋真梨子の集大成、48年間にわたるオールタイム・ベストアルバム「髙橋千秋楽」を 

発売。 

 

 

◇郷ひろみ 
【開  催  日】 2021年 12月 20日（月) 

【時    間】 1部 ディナー／16：00～、ショー／17：30～ 

    2部 ディナー／18：30～、ショー／20：00～ 

【会    場】 孔雀の間（3階）  

              ※ショーはシアター形式でのご案内となります。 

              お食事は別会場にてご用意いたします。 

【料    金】 45,000円 

【予 約 受 付】 2021年 10月 13日（水）10：00より  

 

 

＜プロフィール＞ 

本名 原武裕美（はらたけひろみ）。1955年 10月 18日生まれ。福岡県出身。A型。 

1972年、NHK大河ドラマ「新・平家物語」で芸能界デビュー。同年 8月シングル「男の子 女の子」で 

歌手デビュー。「お嫁サンバ」「よろしく哀愁」「言えないよ」「GOLDFINGER’99」など数々の 

ヒット曲を送り出している。NHK『紅白歌合戦』への出場は 33 回を誇り、日本を代表するポップス 

シンガー。 

2020年自身で綴った月刊「ゲーテ」の連載を収録した著書「黄金の 60代」を出版。 

2021年芸能生活 50年目を迎える。8月には 106枚目の最新シングル「100GO!回の確信犯」を発売。 
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◇七海ひろき 

【開  催  日】  2021年 12月 24日（金） 

【時    間】  ランチ／13:00～、ショー／14：30～  

          ディナー／18:00～、ショー／19：30～ 

【会    場】  孔雀の間（3階）  

             ※ショーはシアター形式でのご案内となります。 

               お食事は別会場にてご用意いたします。 

【料    金】  35,000円 

【予 約 受 付】  2021年 10月 18日（月）10:00より 

 

 

＜プロフィール＞ 

2003 年宝塚歌劇団に入団。2019 年 3 月宝塚歌劇団を退団後、同年 8 月にキングレコードより 

メジャーデビュー。2020年舞台『RED＆BEAR』RED役、2021年 6月舞台『Color of Theater「ROSSO」』

で主演を務めた。主な出演作として、明治座舞台『令和千本桜～義経と弁慶』源義経役、 

舞台『刀剣乱舞/灯』細川ガラシャ役他、TVアニメ作品に声優として出演。 

 

 

◇鈴木雅之 
【開  催  日】    2021年 12月 25日(土)  

【時    間】    1部 ディナー／16：00～、ショー／17：30～ 

          2部 ディナー／18：30～、ショー／20：00～  

【会    場】  孔雀の間（3階） 

             ※2部のお食事は別会場にてご用意いたします。 

【料    金】  45,000円 

【予 約 受 付】  2021年 10月 4日（月）10：00より 

 

 

 

＜プロフィール＞ 

1956 年生まれ。1975 年にシャネルズを結成、1980 年にシングル「ランナウェイ」でメジャー・ 

デビューし、ミリオン・ヒットを記録。その後グループ名をラッツ＆スターに改め、「め組のひと」 

「T シャツに口紅」 など多くの大ヒットを残した。1986 年にシングル「ガラス越しに消えた夏」で 

ソロボーカリストとしてデビュー。「もう涙はいらない」「恋人」など数多くのヒット曲を送り出す。 

2015 年はシャネルズでデビューして 35 年、2016 年にはソロデビュー30 周年を迎え、日本レコード 

大賞「最優秀歌唱賞」を受賞。 

2017 年「第 67 回芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）」を受賞。「大森海苔親善大使」就任。 

2019年 シングル「ラブ・ドラマティック feat.伊原六花」が 10万ダウンロードを突破し、音楽配信 

ゴールドに認定される。2020 年 配信シングル「たとえ世界がそっぽ向いても」が iTunes R&B/ 

ソウルチャート 1位を記録。デビュー40周年記念アルバム「ALL TIME ROCK’N’ROLL」をリリース。 

「第 71 回 NHK 紅白歌合戦」出場。2021 年「DADDY!DADDY!DO! feat.鈴木愛理」の公式動画総再生 

回数は 6000 万再生を突破し海外からも注目される。 ソロデビュー35 周年を迎え名実ともに 

「ラブソングの王様」である。 
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※料金にはいずれもお料理・お飲物、サービス料・消費税が含まれています。 

※今後の感染状況により急遽イベントが中止となる場合もございます。 

 

※ディナーショー当日、または前日にご利用いただける特別宿泊料金をご用意しております。 

 1泊朝食付。サービス料・消費税・宿泊税込。 
 

12月 12日(土)～14日(火)、 

19 日(土)・20日(月)・23日(木)・24日(金)  
12月 25日(土) 

1 室 1 名様 25,000円 1 室 1 名様 30,000円 

1 室 2 名様 35,000円 1 室 2 名様 40,000円 

1 室 3 名様 43,500円 1 室 3 名様 48,600円 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

客室イメージ 

 

 
 

 

 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

帝国ホテル 大阪 宴会イベント係 

TEL.(06)6881-4650 (10:00～17:00) 


