
 

 

 

 

 

 

 

 

   2017 年(平成 29 年) 2 月 16 日 

    

                ロビーラウンジでロビーラウンジでロビーラウンジでロビーラウンジで月替わりのテーマで月替わりのテーマで月替わりのテーマで月替わりのテーマでジャズの音色を楽しめるジャズの音色を楽しめるジャズの音色を楽しめるジャズの音色を楽しめる    

    

    プレミアムフライデー関連プレミアムフライデー関連プレミアムフライデー関連プレミアムフライデー関連    

    「「「「FRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHT」を」を」を」を月末金曜日に月末金曜日に月末金曜日に月末金曜日に開催開催開催開催    

開 催 日 ：2017 年 2 月 24 日（金）、3 月 31 日（金）、4 月 28 日（金） 

場  所 ：ロビーラウンジ「ザ パーク」 (1 階) 

演奏時間 ：17：00～、18：00～（各回約 40 分）  

 

その他、その他、その他、その他、レストランレストランレストランレストランでの特別ご優待や宿泊プランもでの特別ご優待や宿泊プランもでの特別ご優待や宿泊プランもでの特別ご優待や宿泊プランも    

 

 

帝国ホテル大阪(総支配人：幸田雅弘、大阪市北区）では、2 月 24 日（金）から毎月最終金曜日に    

実施される「プレミアムフライデー」に賛同し、「プレミアムフライデー関連商品」をご用意いたし  

ます。 

「プレミアムフライデー」は経済産業省が官民連携で推進する「個人が幸せや楽しさを感じられる

体験（買物や家族との外食、観光等）や、そのための時間の創出を促す」という趣旨の取り組みで、

帝国ホテル大阪でもご家族やカップル、ご友人、同僚の方でお楽しみいただける、様々なプランや  

優待価格をご用意しております。 

◇ 

ロビーラウンジ「ザ パーク」では、2 月 24 日以降の月末金曜日に月替わりのテーマを設定し、 

ジャズの音色で優雅な時間を演出する『FRIDAY JAZZ NIGHT』を開催いたします。（1 日 2 回、各回

約 40 分）同店では気軽にご利用いただけるように通常メニューに加え、キールとキッシュや   

ミックスナッツなどをセットにした特別ワンプレート（2,500 円）もご用意いたします。 

また、フランス料理「レ セゾン」、鉄板焼「嘉門」、中国料理「ジャスミンガーデン」の 3店舗で

は、17：30～18：00 の間にご入店いただいたお客様限定（各 10 名様限定）で、通常メニューを

プレミアムフライデー実施日の日付で割引する（2 月 24 日は 24％割引、3月 31 日は 31％割引）優待

料金を適用いたします。 

その他、6月末までの月末金曜日限定で、プールやルームサービスの朝食などの特典が付いた宿泊 

プラン『プレミアムフライデーステイ』（1日 10室限定）も販売いたします。 
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『FRIDAY JAZZ NIGHT』ならびに、プレミアムフライデー関連商品の概要は以下の通りです。  

 

「プレミアムフライデー関連商品」「プレミアムフライデー関連商品」「プレミアムフライデー関連商品」「プレミアムフライデー関連商品」    概要概要概要概要    

    

 

■ロビーラウンジロビーラウンジロビーラウンジロビーラウンジ「「「「ザザザザ    パークパークパークパーク」」」」（1 階） 

◎『◎『◎『◎『FRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHTFRIDAY JAZZ NIGHT』』』』    

月替わりのテーマでジャズの演奏を聴きながら、上質な空間をお楽しみいただけます。 

通常メニューに加え、カクテル（キール）と特別ワンプレート（キッシュ、ミックスナッツ、 

オリーブピクルス）セット（2,500 円 消費税・サービス料込）もご用意しております。 

＜開 催 日＞ 2 月 24 日（金） テーマ：シネマジャズ 

3 月 31 日（金） テーマ：ミュージカル・コメディー 

4 月 28 日（金） テーマ：スイング 

※5 月以降の月末金曜日も開催予定 

＜演奏時間＞ 17：00～、18：00～（各回約 40分） 

 

 

◎◎◎◎『アフタヌーンティーセット『アフタヌーンティーセット『アフタヌーンティーセット『アフタヌーンティーセット    プレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープラン』』』』    ＜要予約＞＜要予約＞＜要予約＞＜要予約＞    

通常提供しているアフタヌーンティーセットにスパークリングワインを 

セットにした特別プランです。 

＜開 催 日＞ 2 月 24 日（金）以降の月末金曜日 

＜時 間＞ 16：00～ 

＜内 容＞ アフタヌーンティーセット、 

スパークリングワイン 

＜料 金＞ 4,000 円（通常料金 4,521 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

ロビーラウンジ「ザ パーク」 (1 階) 

TEL.(06)6881-4888（直通） 

レストランレストランレストランレストラン    
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■カフェレストラン「フライングカフェレストラン「フライングカフェレストラン「フライングカフェレストラン「フライング    トマトトマトトマトトマト    カフェ」カフェ」カフェ」カフェ」（2階） 

◎◎◎◎金曜日限定コース金曜日限定コース金曜日限定コース金曜日限定コースメニューメニューメニューメニュー特別ご優待特別ご優待特別ご優待特別ご優待    

プレミアムフライデー実施日を含む金曜日に、通常コースを特別 

ご優待 4,500 円（通常料金 6,050 円）にてご提供いたします。 

また、プレミアムフライデー当日は 1 ドリンクをサービスいたし 

ます。 

＜期 間＞ 3 月 17 日（金）までの毎週金曜日（予定） 

＜時 間＞ ランチ 11：00～14：00 

        ディナー17：00～22：00（ラストオーダー 21：30） 

＜内 容＞ シェフのおすすめコース（2月） 

 

 スモークサーモンとポテトのガレットのミルフィーユ仕立て 

香草野菜のドレッシングを添えて 

■ 

本日のスープ 

■ 

アンコウのグリル バルサミコ酢と蜂蜜のソース 

■ 

アメリカ産プライムビーフのグリル 温野菜を添えて 赤ワインソース 

■ 

パン または ライス 

■ 

バニラアイスクリーム チョコーレートソース添え 

■ 

コーヒー または 紅茶 

 

＜料 金＞ 4,500 円（通常料金 6,050 円）※サービス料・消費税込 

★プレミアムフライデー当日はさらに生ビール、グラスワイン（赤・白）、 

オレンジジュース、ウーロン茶より 1 ドリンク付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

カフェレストラン「フライング トマト カフェ」 (2 階) 

TEL.(06)6881-4885（直通） 
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■フランス料理フランス料理フランス料理フランス料理「「「「レレレレ    セゾンセゾンセゾンセゾン」」」」（23 階） 

■中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」（23階） 

■■■■鉄板焼「嘉門」鉄板焼「嘉門」鉄板焼「嘉門」鉄板焼「嘉門」（24階） 

◎◎◎◎3333 店舗共通店舗共通店舗共通店舗共通    プレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープラン    各限定各限定各限定各限定 11110000 名様名様名様名様    ＜要予約＞＜要予約＞＜要予約＞＜要予約＞    

17：30～18：00 限定で、通常メニューをプレミアムフライデー実施日の日付の数字をご優待 

いたします。（例：2 月 24 日は 24％ご優待、3 月 31 日は 31％ご優待） 

＜期 間＞ 2 月 24 日（金）以降の月末金曜日 

＜時 間＞ 17：30～18：00 の間に入店したお客様限定 

＜内 容＞ グランドメニューをプレミアムフライデー実施日の日付の数字をご優待 

 

 

 

 

 

 

 

 

■カクテルラウンジカクテルラウンジカクテルラウンジカクテルラウンジ「「「「レインボーレインボーレインボーレインボー    ラウンジラウンジラウンジラウンジ」」」」（23階） 

◎◎◎◎プレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープラン    

17：00～19：00 限定で、専用メニューの中から 2杯を特別 

料金でお楽しみいただけます。 

＜期 間＞ 2 月 24 日（金）以降の月末金曜日 

＜時 間＞ 17：00～19：00 

＜内 容＞ カクテル、ウィスキー、グラスワイン、 

生ビールなどを含む約30種類の特別メニューの中から2杯、お選びいただけます。 

＜料 金＞ 1,500 円 ※サービス料・消費税込 

 

 

 

 

 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

カクテルラウンジ「レインボー ラウンジ」 

TEL : 06-6881-4887（直通） 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

フランス料理「レ セゾン」TEL : 06-6881-4882（直通） 

中国料理「ジャスミンガーデン」TEL : 06-6881-4884（直通） 

鉄板焼「嘉門」TEL : 06-6881-4883（直通） 
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■フランス料理フランス料理フランス料理フランス料理「「「「レレレレ    セゾンセゾンセゾンセゾン」」」」（23 階） 

■中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」（23階） 

◎◎◎◎プレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープランプレミアムフライデープラン 

コースメニューをご注文のお客様を対象にご用意

した各店舗の専用メニューからお好きな商品を 

優待価格でご利用いただけるオプションメニュー

もご用意しております。 

＜期 間＞ 2 月 24 日（金）以降の月末金曜日 

＜対象店舗＞ 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） 

＜内 容＞  

フランス料理「レフランス料理「レフランス料理「レフランス料理「レ    セゾン」セゾン」セゾン」セゾン」 

・グラスでデザートワインを特別優待料金 1,000 円（通常料金 1,694～1,870 円） 

       ・ワゴンサービスのチーズの盛り合わせを特別優待料金 1,500 円（通常料金 2,035 円）  

           中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」中国料理「ジャスミンガーデン」    

       ・グラスでスパークリングワイン（通常料金 1,540 円）、普洱

プーアル

茶(通常料金 1,188 円) 

凍

トウ

頂

チョウ

烏

ウー

龍

ロン

茶(通常料金 1,188 円)、のいずれかを特別優待料金 500 円 

・北京ダックを特別優待料金 1,000 円（通常料金 1,661 円）  

               

※上記料金はサービス料・消費税込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

フランス料理「レ セゾン」TEL : 06-6881-4882（直通） 

中国料理「ジャスミンガーデン」TEL : 06-6881-4884（直通） 



 6

 

    

＜＜＜＜1111 日日日日 5555 室限定＞室限定＞室限定＞室限定＞    

◎宿泊プラン『◎宿泊プラン『◎宿泊プラン『◎宿泊プラン『プレミアムフライデーステイプレミアムフライデーステイプレミアムフライデーステイプレミアムフライデーステイ』』』』        

プールやルームサービスの朝食などの特典が満載の 

ホテルステイを優雅に楽しんでいただける特別宿泊 

プランです。 

＜期    間＞ 2 月 24 日（金）～6月 30 日（金）までの 

毎月最終金曜日 

＜料    金＞  レギュラーフロアスーペリア（40㎡） 

1 室 2名様ご利用 1 室 25,000 円～ 

（サービス料・消費税込、宿泊税別） 

※お日にちにより料金は異なります。 

＜特 典＞ ①12 時チェックインで、最大 24時間ステイが可能（通常 14 時チェックイン） 

②駐車場のご利用無料（1 泊 1台、通常 1,000 円） 

③フィットネスクラブでのプール・サウナのご利用 

（滞在中 1回限り、通常 1 名様 2,160 円） 

④朝食はルームサービスでの洋定食または、カフェレストラン「フライング 

トマト カフェ」（2 階）での和洋ブフェ、日本料理「大阪 なだ万」（24階） 

での和定食いずれかをお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊宿泊宿泊宿泊    

＜ご予約・お問い合わせ先＞ 

客室予約 TEL : 06-6881-4100（直通） 

月～土 9：00～20：00、日祝 9：00～17：30 


