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帝国ホテル大阪(総支配人：幸田雅弘、大阪市北区）では、「帝国ホテル大阪のクリスマス

2016」として、本場フィンランドよりサンタクロースを迎え、ご家族やカップル、ご友人同士

でお楽しみいただける、さまざまなクリスマス企画をご用意いたします。 

今年は、クリスマスイブ・クリスマスが土日に重なり、また 3 連休という暦になっているこ

とから、特別な日をホテルなどで過ごす方が多くなると予想されています。 

帝国ホテル大阪では、大切なひとへのプレゼントをサンタクロースがお部屋にお届けする、1

日 7 室限定の宿泊プラン「お部屋にサンタプラン」や、15 周年を迎える「ドアマン・スヌー

ピー」とサンタクロースが登場してクリスマスを盛り上げる「スヌーピーとサンタクロースと

過ごすクリスマスパーティー」などのイベント企画も予定しております。 

「帝国ホテル大阪のクリスマス 2016」の概要は下記の通りです。 

 

 

「帝国ホテル大阪のクリスマス 2016」の概要 

 

＜宿泊＞＜宿泊＞＜宿泊＞＜宿泊＞    

■お部屋にサンタプラン＜1 日 7 室限定＞ 

サンタクロースが、あらかじめお預かりした、大切なひとへのプレゼントを持ってお部屋を

訪問する、毎年大人気のプランです。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日）※3 日前までにご予約ください。 

【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 56,000 円～68,000 円 

インペリアルフロア デラックス(40 ㎡) 

       1 室 2 名様ご利用 1 室 61,500 円～73,500 円    

※1 泊朝食・クリスマスケーキ<10cm・角型>付。サービス料・消費税込 

※料金はお日にちによって異なります。 

※1 週間前より 50％、2 日前より全額キャンセル料が発生いたします。 

【特   典】①プレゼントを予めお預かりし、ご希望の時間帯にお届けします。 

      お届け時間/19:30～20:40 のうち、10 分単位でご指定ください。 

        ②お預かりしたプレゼントとは別に、サンタクロースから「帝国ホテル 

オリジナルイヤーベア 2017」を 1 室につき 1 つプレゼントします。 

    ③11 月 15 日（火）までにご予約いただくと、フィンランドよりエア 

メールにてお子様宛に「よいこの証明書」をお送りします。 
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■お部屋にＳＮＯＯＰＹがやってくる! 

ＳＮＯＯＰＹ！ＳＮＯＯＰＹ！ＳＮＯＯＰＹ！ クリスマスステイ 

人気の「ドアマン・スヌーピー」ステイプランのクリスマス特別プランです。愛嬌たっぷ

りの「ドアマン・スヌーピー」がクリスマスを祝ってお部屋にやってきます。帝国ホテル

大阪でしか会えない「ドアマン・スヌーピー」と一緒に、クリスマスを楽しくお過ごしい

ただけます。 

 

【期   間】12 月 21 日(水)～25 日(日)  ※3 日前までにご予約ください。 

       予約受付開始：11 月 8 日（火）10:00 より 

【料   金】レギュラーフロア パークスイート(100 ㎡) ＜5 日間で 8 室限定＞ 

       1 室 2 名様ご利用 1 室 185,000 円～205,000 円 

レギュラーフロア スーペリア(40 ㎡) ＜1 日 5 室限定＞ 

       1 室 2 名様ご利用 1 室 70,000 円～82,000 円 

※1 泊朝食付、サービス料・消費税込 

※料金はお日にちによって異なります。 

※1 週間前より 50％、2 日前より全額キャンセル料が発生いたします。 

【共 通 特 典】①朝食はルームサービスにて「すぬーパン」付きの「スヌーピー・ 

スペシャルブレックファスト」をご用意します。 

②「ドアマン・スヌーピー」オリジナルマグボトルとチャーム付 

ミニバッグをお 1 人様につき 1 セットプレゼントします。 

【スイートルーム限定特典】 

「ドアマン・スヌーピー」ぬいぐるみ（120cm）を 1 室につき 1 つプレゼントします。 

◎クリスマス限定フルコースディナー付のプランもございます。 

 

■きらめく夜景ステイ 

シャンパンとともにきらめく夜景を眺めながらラグジュアリーなクリスマスをお楽しみ

いただけます。 

 

【期   間】12 月 1 日(木)～25 日(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 29,800 円～  

※1 泊朝食付、サービス料・消費税込 

※料金はお日にちによって異なります。 

【特 典】①先着 50 室限定で「帝国ホテルオリジナルイヤーベア 2017」を 

1 室につき 1 つプレゼントします。 

       ②カクテルラウンジ「レインボーラウンジ」（23 階）またはルーム 

サービスにてハーフシャンパンを 1 本ご用意します。 

③朝食はルームサービスまたはカフェレストラン「フライング トマト  

カフェ」（2 階）での和洋ブフェまたは洋定食、日本料理「大阪 なだ万」

（24 階）での和定食よりお選びいただけます。 
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＜クリスマスメニュー＞＜クリスマスメニュー＞＜クリスマスメニュー＞＜クリスマスメニュー＞    

■フランス料理「レ セゾン」（23 階） 

香草やヨーロッパ産茸とともにココットで香り豊かにブレゼした活オマール海老など、 

クリスマスならではの趣向を凝らしたフルコースをご用意します。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日)  

       12：00～14：00、17：30～21：30 

              ※23 日（金・祝）～25 日（日）のディナータイムは 

①17：00～19：30 

                ②20：00～の 2 部制 

【料   金】30,000 円、38,000 円 

    （消費税込、サービス料別） 

【ご予約・お問い合わせ先】TEL.(06)6881-4882（直通） 

 

■鉄板焼「嘉門」（24 階） 

キャビア、フォアグラ、神戸ビーフステーキなどの特撰素材と、それぞれの料理に合わせ

たワインとのマリアージュが聖夜を華やかに彩ります。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日)  

      11：30～14：30、17：30～21：30 

【料   金】50,000 円（グラスワイン 4 種を含む。消費税込、サービス料別） 

              ※料理のみ 30,000 円（消費税込、サービス料別）のコースもございます。 

【ご予約・お問い合わせ先】TEL.(06)6881-4883（直通） 

 

■中国料理「ジャスミンガーデン」（23 階）  

 ジャスミン茶を香らせたクリスピーチキンや、タラバ蟹の淡雪炒めなど、シェフのオリジ

ナル中国料理がクリスマスを演出します。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日)  

       11：30～14：30、17：30～21：30 

【料   金】16,000 円（消費税込、サービス料別） 

【ご予約・お問い合わせ先】TEL.(06)6881-4884（直通） 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ先   客室予約係   

TEL.(06)6881-4100（直通）※月～土 9：00～20：00 日・祝 9：00～17：30 
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■カフェレストラン「フライング トマト カフェ」（2 階） 

クリスマスリース仕立ての魚介のミルフィーユや、ローストビーフなど、帝国ホテルの 

伝統料理をクリスマスのアレンジでお楽しみいただけます。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日)  

       平日 11：00～14：00、17：00～22：00 土日祝 11：00～22：00 

 

【料   金】ディナー 7,500 円～（消費税込、サービス料別） 

       ※クリスマスランチ 4,200 円（消費税込、サービス料別）もございます。 

【ご予約・お問い合わせ先】TEL.（06）6881-4885（直通） 

 

■カクテルラウンジ「レインボー ラウンジ」（23 階） 

 クリスマスならではの趣向を凝らしたコース料理を、夜景の美しい高層階のバーでお楽し

みいただける 1 日 4 組限定のディナーです。 

 

【期   間】12 月 21 日(水)～25 日(日) ＜要予約 1 日 4 組限定＞ 

       18：00～21：30 

【料   金】18,000 円（消費税込、サービス料別） 

 

■カクテルラウンジ「レインボー ラウンジ」（23 階） 

 杏、洋梨、苺のリキュールを使い、フルーツの甘い香りとシャンパンの繊細な泡をお楽し

みいただけるクリスマス限定カクテルをご用意します。 

 

【期   間】12 月 1 日(木)～31 日(土)  17：00～23：00 

【料   金】各 2,300 円（消費税込、サービス料別） 

 

 

 

 

◎クリスマスディナーバイキング 

■ロビーラウンジ「ザ パーク」（1 階）  

大人も子供も大満足のバラエティ豊かなクリスマスメニューをご用意します。サンタクロ

ースとの記念撮影もお楽しみいただけます。 

 

【期   間】12 月 22 日(木)～25 日(日)  18：00～20：00 

【料   金】大人 11,000 円 お子様(4～12 歳)7,500 円（お子様にはイヤーベア付） 

※フリードリンク（ワイン各種・ソフトドリンク）付。サービス料・消費税込 

※サンタクロースとの記念撮影をご希望の方は、カメラをご持参ください。 

【ご予約・お問い合わせ先】TEL.(06)6881-4888(直通) 

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） 
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＜クリスマスのイベント＞＜クリスマスのイベント＞＜クリスマスのイベント＞＜クリスマスのイベント＞    

■スヌーピーとサンタクロースと過ごすクリスマスパーティー 

 15 周年を迎える「ドアマン・スヌーピー」と、今年はサンタクロースも登場してパー 

ティーを盛り上げます。原作のピーナッツにちなんだ料理とともに、笑顔の弾ける楽しい

クリスマスをお過ごしいただけます。 

 

【日   時】12 月 21 日(水)  18：30～20：30 

【会   場】エンパイアルーム（3 階） 

【料   金】大人 16,000 円 お子様(3～12 歳)8,000 円 

※お料理・お飲物（フリードリンク）、サービス料・消費税込 

※スヌーピー、サンタクロースとの記念撮影をご希望の方は、カメラをご持参ください。 

 

 

 

 

■サンタクロースがやってくる！クリスマスのおはなし会 

 クリスマスのおはなしを紙芝居にて上演します。お子様にはサンタクロースから「帝国 

ホテル オリジナルイヤーベア 2017」をプレゼント。おはなし会の後は「フライング  

トマト カフェ」（2 階）にてクリスマスディナーをお楽しみください。 

 

【日   時】12 月 24 日(土)  

       おはなし会 16：00～16：40 ディナー 17：00～18：30 

【会   場】チャペル（5 階） 

【料   金】大人 9,000 円 お子様(4～12 歳)6,000 円 幼児（2～3 歳）5,200 円 

【3 世代特典】3 世代でご参加のお客様は、大人料金を 500 円割引させていただきます。 

※お料理・お飲物、サービス料・消費税込 

※ディナー付をお選びいただいたお子様のみにイヤーベアをプレゼントします。 

※おはなしは 4 歳以上のお子様にご理解いただける内容を予定しております 

※イベントのみのプランもございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ先  総支配人室 企画課 

TEL.(06)6881-4601(直通) ※9:00～17:00（土日祝を除く） 

ご予約・お問い合わせ先  宴会イベント係 

TEL.(06)6881-4650(直通) ※10:00～20:00 


