
 

 

 

 

 

 

 

   2021年（令和 3年）10月 13日 

 

年末年始を安全・安心にホテルで過ごす宿泊プラン 

「2022年 帝国ホテルのお正月」を発売 
カウントダウンコンサートや縁日、 

新企画「IMPERIAL JAZZサロン」などを開催 
 

料金： 267,200円から （2泊 3日「初旅」・「初春」大人 2名様/ 

レギュラーフロア スーペリア利用の場合) 
1,174,600円まで （4泊 5日「初茜」大人 2名様/ 

インペリアルフロア スイート A 利用の場合) 

 

【予約受付開始 11月 7日（日）10：00】 
 

 

 

 

 

 
過去開催時の様子 

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、宿泊プラン「2022年 帝国ホテルのお正月」

(12月 31日～1月 4日)を販売します。 

 

これまでの日常生活が変化し、制限を余儀なくされた 2021年。新型コロナウイルス感染対策を徹底し、

安全・ 安心にご家族でゆっくりと年末年始をお楽しみいただける 5 種類（「初茜」「初日の出」「初夢」  

「初旅」「初春」）の宿泊プランをご用意しました。インペリアルフロアおよびスイートのプランをご購入の  

お客様限定で、今年 10 月 1 日に新設した宿泊者専用の「インペリアルフロア ラウンジ」をご利用    

いただけます。 

 

12 月 31 日からご宿泊のプラン（「初茜」「初日の出」「初夢」）には、年末年始には欠かせない「年越し 

そば」や「おせち料理」を含んでおります。さらに、ホテルの中でお正月をゆったりお過ごしいただけるよう、 

様々なイベントをご用意しております。（一部のイベントは追加料金が必要です。） 

 

お正月イベントとしては、癒やしの歌声とともに新年の幕開けを迎えていただける「カウントダウン    

コンサート」(12/31)や、屋台でのお食事や縁日コーナーで昔懐かしいゲームをお楽しみいただける毎年

好評の「縁日会場」(1/1～3)を開催いたします。「縁日会場」では宿泊プランをご利用のお客様は体験型

ワークショップに追加料金なしで 1回、ご参加いただけます。 

ご夕食には、帝国ホテル発祥の食のスタイル“バイキング”で、帝国ホテルの伝統料理のほか、中国 

料理、和食も取りそろえ、お子様から年配の方までご家族みなさまでお楽しみいただける「インペリアル 

バイキング」(12/31、1/1)や、料理長 大浦栄一が特別メニューをご用意する「料理長 大浦 栄一が贈る 

フランス料理とワインを味わう新春の夕べ」（1/1）を開催いたします。また、ご夕食前やご就寝前のひととき

にジャズの生演奏をお楽しみいただける、新企画「IMPERIAL JAZZ サロン」（1/2）も開催。1 月 2 日に   

ご宿泊されるお客様はプラン料金に含んでおり、開催時間中には自由に会場を出入りしていただけます。 

なお、飲食を伴うイベントにつきましては、すべてプライベートテーブルでご案内いたします。 

 

安全・安心対策としては、ご宿泊のチェックイン時間を分散してご案内するほか、館内の混雑状況の 

可視化システムを導入、ゆとりのある会場でお客様の距離を確保、縁日会場の密を避けるため外来の 

予約制導入、レストラン来店時間の細分化・ルームサービスへの案内など、感染症対策を徹底します。 

「2022年 帝国ホテルのお正月」の概要は次のページの通りです。  
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「2022年 帝国ホテルのお正月」 概要 

■「お正月プラン」 

12月 31日からの宿泊 

基本プラン料金（お 1人様あたり） レギュラーフロア スーペリア 

プラン名 
初茜 

4泊 5日 

初日の出 
3泊 4日 

初夢 
2泊 3日 

ご到着 12月 31日(金) 

ご出発 1月 4日(火) 1月 3日(月) 1月 2日(日) 

    

大人 288,800円 240,300円 189,000円 

お子様(6歳から 12歳) 244,800円 207,900円 167,000円 

一
室
あ
た
り
追
加
料
金 

インペリアルフロア 

スイート A(170㎡) 
597,000円 494,100円 385,500円 

インペリアルフロア 

スイート B(100㎡) 
336,000円 284,400円 229,200円 

レギュラーフロア 

スイート C(100㎡) 
252,000円 200,700円 145,500円 

インペリアルフロア 

ジュニアスイート(60㎡) 
177,600円 127,800円 92,700円 

インペリアルフロア 

デラックス(40㎡) 
54,000円 43,200円 32,400円 

※プラン料金には、宿泊料、朝食(元旦はおせち料理)、夕食、年越しそば、カウントダウンコンサート券、 

新春寄席券、縁日券、サービス料・消費税・宿泊税が含まれております。 

また、IMPERIAL JAZZサロンもご利用いただけます。（初夢プランは除く） 

 

1月 1日・2日からの宿泊 

基本プラン料金（お 1人様あたり） レギュラーフロア スーペリア 

プラン名 
初旅 

2泊 3日 

初春 
2泊 3日 

ご到着 1月 1日(土・祝) 1月 2日(日) 

ご出発 1月 3日(月) 1月 4日(火) 

   

大人 133,600円 133,600円 

お子様(6歳から 12歳) 106,100円 106,100円 

一
室
あ
た
り
追
加
料
金 

インペリアルフロア 

スイート A(170㎡) 
305,100円 

インペリアルフロア 

スイート B(100㎡) 
200,700円 

レギュラーフロア 

スイート C(100㎡) 
208,200円 

インペリアルフロア 

ジュニアスイート(60㎡) 
86,400円 

インペリアルフロア 

デラックス(40㎡) 
32,400円 

※プラン料金には宿泊料、朝食、夕食、縁日券、サービス料・消費税・宿泊税が含まれております。 

また、IMPERIAL JAZZサロンもご利用いただけます。 

 

※プラン料金の詳細はWEBサイトをご覧ください。   

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/special/newyear2022/ 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/special/newyear2022/
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＜特別フロア「インペリアルフロア（19～21階）＞ 

品格のある美しさと機能性を備え、最上のくつろぎを提供します。 

・帝国ホテルオリジナルの心地良い眠りを追求したベッドと寝具「スリープワークス」。 

・独自の空調システムなどの最新設備や特別なアメニティ。 

・「ジュニアスイート」にはお肌にやさしいミストサウナやウルトラファインバブルのシャワーヘッドを完備。 

 

＜インペリアルフロア ラウンジ＞ 

上質な非日常を味わっていただくために、高価格帯客室の

専用スペースとして、2021 年 10 月 1 日、宿泊者ラウンジを

新設しました。 

インペリアルフロアおよびスイートのプランをご購入のお客様

限定で、ソフトドリンクやアルコール類、軽食などをご用意 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

■お正月イベント 

○年越しそば 

迎える新年の幸せを願い、今年一年の締めくくりに、日本料理「大阪 なだ万」の年越しそばを用意します。 

【日 時】 12月 31日（金）21：00～24：00 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。同伴者は 1,600円（サービス料・消費税込/要予約） 

 

○カウントダウンコンサート 

癒やしの歌声と独特の世界観で大人気のボーカルユニット「Luminous（ルミナス）」が贈るカウントダウン 

コンサート。新年の幕開けを華やかなステージでお届けします。 

【日 時】 12月 31日(金) 23：00～24：10  

【出 演】 Luminous（ルミナス） 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。 

 同伴者は 10,000円 

 （お飲物付。サービス料・消費税込/要予約） 
    

○おせち料理 

日本料理「大阪 なだ万」のおせち料理で新年の賀をご堪能ください。 

【日 時】 1月 1日（土・祝）7：00～11：00 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。同伴者は 8,000円（サービス料・消費税込/要予約） 
 

 

ご予約・お問い合わせ先 

客室予約係  TEL.(06)6881-4100 

（直通 月～土 9：00～18：30 日・祝 9：00～17：30） 

※ご宿泊の予約と同時に夕食の予約も承ります。 

※営業時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

＜予約受付開始：2021年 11月 7日（日）10：00＞ 
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○上方伝統芸能を楽しむ 新春寄席 帝国ホテルの落語亭 

入門 25周年の最も勢いのある落語家の同期会！ 

お正月から初笑いを満喫してください。 

【日 時】 1月 1日(土･祝) 13：30～15：00 

【出 演】 桂 阿か枝、林家 染左、桂 壱之輔 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。同伴者は 3,000円（縁日券付。消費税込/要予約） 
 

○新春クルーズ ＜要予約＞ 

「大阪 なだ万」特製の招福弁当とマジックでおいしい楽しい 

クルーズをお楽しみください。 

【日 時】 1月 1日(土・祝) 11：00～12：30 予定 

【料 金】 お 1人様 12,000円（招福弁当付。乗船料・サービス料・消費税込）  

※「お正月プラン」には含まれておりません。 

 

○「なんばグランド花月」観劇ツアー ＜要予約＞  

ホテルから「なんばグランド花月」までの送迎プランです。 

漫才・落語・吉本新喜劇などの新春公演をお楽しみください。 

【日 時】 1月 2日(日) 12：30～17：00予定 

【料 金】 お 1人様 9,000円（消費税込） 

※「お正月プラン」には含まれておりません。 

 

○帝国ホテルの音楽會 ニューイヤー チャリティーコンサート ＜要予約＞ 

華やかな新春の調べをお楽しみください。 

【日 時】 1月 1日(土・祝)～3日(月) 1部 13:20～14:20、2部 15:40～16:40   

【料 金】 お 1人様 1回 3,000円（消費税込） ※「お正月プラン」には含まれておりません。 

【内 容】 1日「謹賀新年 ～歌う門出に福が来る～」 
 出演：松井 るみ(ソプラノ)、高橋 純(バリトン)、真鍋 実優(ピアノ) 

 2日「迎春の慶び～日本のうたで綴る～」 
 出演：髙木 ひとみ(ソプラノ)、中川 正崇(テノール)、前田 悦代（ヴァイオリン）、青谷 理子(ピアノ) 

 3日「New Year Gala 2022 ～オペラ歌手たちと寿ぐ新春～」 
 出演：尾崎 比佐子(ソプラノ)、西原 綾子(メゾソプラノ)、西尾 岳史(バリトン)、矢崎 真理(ピアノ) 

 

○縁日会場 

ご家族みなさまでお楽しみいただけるビンゴ大会や多彩なエンターテインメントで 2022年のお正月を 

華やかに盛り上げる縁日会場です。 

【日 時】 1月 1日(土・祝)・2日（日）10：00～18：00、3日(月) 10：00～17：30 

【料 金】 お正月プランにてご宿泊のお客様と同伴者は入場無料 ＊「お正月プラン」ご利用者優先 

 ※会場でお食事やゲームにご利用いただける「縁日券」をお買い求めください。 

【内 容】 ステージイベント、ニューイヤー・大ビンゴ大会、屋台コーナー、 

 縁日・書き初めコーナー、ワークショップコーナー、インペリアルカジノコーナー 
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■ご夕食 

○伝統の味をご家族で インペリアルバイキング ＜要予約＞ 

帝国ホテルで誕生した食のスタイル「バイキング」。伝統料理をはじめ、

中国料理、和食など、約 30 種類もの多彩なメニューをご家族みなさまで 

お楽しみいただけるディナーバイキングです。 

【日 時】 12月 31日（金）、1月 1日(土･祝) 18：00～20：00 

【料 金】 「お正月プラン」の「夕食券」でご利用いただけます。 

 同伴者は、大人：23,000円、お子様（4～12歳）：14,500円 

 （お料理・お飲物付。サービス料・消費税込） 

 

○料理長 大浦 栄一が贈る フランス料理とワインを味わう新春の夕べ ＜要予約＞ 

新春の夕べを華やかに彩る美食会です。帝国ホテル 大阪 料理長 大浦 栄一が、  

みなさまに新春を祝う特撰メニューをお届けいたします。 

優雅な晩さんのひとときをお楽しみください。 

【日 時】 1月 1日(土･祝) 18：00～20：30 

【料 金】 「お正月プラン」のお客様は追加料金 8,500円（サービス料・消費税込） 

 同伴者は 33,000円（お料理・お飲物付。サービス料・消費税込） 
 

○IMPERIAL JAZZサロン【新企画/1月 2日ご宿泊者限定】 

JAZZの音色に包まれる空間で、夕食前のアペリティフや就寝前の癒やしのひととき

として、ぜひご利用ください。 

【日 時】 1月 2日(日) 17:30～22:00 

【出 演】 Meri、石田 美智代、佐々木 研太、スインギー奥田 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。 

 同伴者は 5,000円（ワンドリンク付。サービス料・消費税込） 

 

○各レストランの新春特別メニュー 

【期 間】 12月 31日(金)～1月 3日(月) 

【料 金】 「お正月プラン」に含まれています。 

 ※レストランの特撰メニューをご希望の場合は、別途 11,000円（サービス料・消費税込）の 

 追加料金を頂戴します。 

【場 所】 ・フランス料理「レ セゾン」(23階) 

 ・中国料理「ジャスミンガーデン」(23階) 

 ・鉄板焼「嘉門」(24階) 

・日本料理「大阪 なだ万」(24階) 

 ・鮨「久兵衛」(24階)  

・ルームサービス 

 
                                            

Meri 


