
 

 

 

 

 

 

 

   2017 年（平成 29年）3 月 30 日 

日本人初のレゴ®認定プロビルダーによるワークショップや、 

親子でパティシエ体験ができるお菓子教室など、ご家族等で楽しめるイベントを多数ご用意！ 

「帝国ホテル「帝国ホテル「帝国ホテル「帝国ホテル大阪大阪大阪大阪のゴールデンウィーク」のゴールデンウィーク」のゴールデンウィーク」のゴールデンウィーク」    

  ■レゴレゴレゴレゴ®®®®ブロックブロックブロックブロック    ワークショップワークショップワークショップワークショップ                                5 月 3日（水・祝）    

  ■テーブルマナー教室テーブルマナー教室テーブルマナー教室テーブルマナー教室                        5 月 3 日（水・祝） 

  ■帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室                    5 月 4 日（木・祝） 

  ■それいけ！それいけ！それいけ！それいけ！アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン    ショーショーショーショー    スペシャルバージョスペシャルバージョスペシャルバージョスペシャルバージョンンンン        5 月 4 日（木・祝）    

  ■ウルトラマンオーブウルトラマンオーブウルトラマンオーブウルトラマンオーブ    スペシャルスペシャルスペシャルスペシャルショーショーショーショー            5 月 5 日（金・祝） 

  ■ゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィーク    ディナーバイキングディナーバイキングディナーバイキングディナーバイキング        5月 3日（水・祝）～5月6日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レゴ®認定プロビルダー三井淳平氏の作品「ホワイトタイガー」 



 2

 帝国ホテル大阪（総支配人：幸田雅弘、大阪市北区）は、「帝国ホテル大阪のゴールデンウィーク」を 

5 月 3 日（水・祝）～6 日（土）まで開催します。 

◇ 

2017 年のゴールデンウィークは、5月 1 日と 2日のみ平日であり、休みを取得すると 9連休とい

う、比較的長期休暇を取りやすい暦の並びになっています。また、2017 年の旅行動向の見通し（株

式会社 JTB：「2017 年の旅行動向見通し」より）によると、国内旅行人数、国内旅行消費額におい

ても昨年度と比べても微増傾向にあると推測されており、ゴールデンウィーク中の宿泊等を含めた

ホテルの需要拡大が見込まれます。 

 

 帝国ホテル大阪では、このような状況を踏まえ、ご家族やご友人等でお楽しみいただけるゴール

デンウィーク向けのイベントを多数ご用意しました。 

「帝国ホテル大阪のゴールデンウィーク」の概要は以下の通りです。 

    

＜概＜概＜概＜概        要＞要＞要＞要＞    

    

■■■■レゴレゴレゴレゴ®®®®ブロックブロックブロックブロック    ワークショップワークショップワークショップワークショップ 【各回お子様は 30 名様限定】    

日本人初のレゴ®認定プロビルダーとして世界中で活躍する三井淳平氏を講師にお招きし、 

ワークショップを開催します。    

【日  程】 5 月 3日（水・祝） 

【時  間】 1 部/10：30～ 2 部/13：30～ 3 部/16：00～ 

【料  金】 イベントのみ   大人 1,500 円 お子様 3,000 円 

       イベント＋ランチ 大人 4,500 円 お子様 4,500 円 

       ※お子様料金には課題となるブロック代が含まれています。 

       ※ランチはワンドリンク付。 

       ※料金は全てサービス料・消費税込。 

【会  場】 鶴の間（3 階） 

【内  容】 ワークショップの課題は 7～11 歳を対象とした内容です。 

       組み立てたブロックはそのままお持ち帰りいただけます。 

       ランチはカフェレストラン「フライング トマト カフェ」（2 階）で 

       お召し上がりいただきます。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

＜三井淳平プロフィール＞ 

 

ご予約・お問い合わせ先  

宴会イベント係 

TEL.(06)6881-4650(直通）10：00～19：00 

1987 年 4 月生まれ。兵庫県明石市出身。日本人初のレゴ®認定プロビルダー。

灘高等学校 3 年生の秋にテレビ番組「レゴ®ブロック王選手権」に出場、    

デンマークで開催される決勝に進出し、準優勝を果たす。 

東京大学入学後に「東大レゴ®部」を創設し、安田講堂や赤門など東京大学の  

建造物を制作。2010 年にはレゴ®ブロックを使った社会貢献として東京大学 

総長賞を受賞。2011 年 7 月には世界で 13 人目、日本人として初のレゴ®認定  

プロビルダーに選ばれた。2015 年 4 月に三井ブリックスタジオ株式会社を創業。 

依頼作品の制作の他に、様々なイベントなどにも多数出演する。 
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■■■■テテテテーブルマナー教室ーブルマナー教室ーブルマナー教室ーブルマナー教室  

レストランサービスのプロフェッショナルが、テーブルマナーの基本を丁寧に教えます。 

講座後は、家族そろって修了証とともに記念撮影で思い出を残します。 

【日  程】 5 月 3日（水・祝） 

【時  間】 12：00～14：30（受付 11：30～） 

【料  金】 大人 11,000 円 お子様 6,000 円 

         ※中学生以上は、大人料金を頂戴いたします。 

        ※料金はお料理・ワンドリンク付。 

※サービス料・消費税込。 

 【会  場】 フランス料理「レ セゾン」（23 階） 

 【内  容】 お子様向けテーブルマナー講座、コース料理、 

        ワンドリンク、修了証、記念撮影 

 

 

 

 

 

    

    

    

■■■■帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室帝国ホテルのお菓子教室 

ホテルのシェフがスイーツ作り方を教えます。親子一緒にパティシエ体験をしていただけます。 

【日  程】 5 月 4日（木・祝） 

【時  間】 14：00～16：30 

【料  金】 イベントのみ：親子で 3,500 円 

       （大人追加 1 名 1,000 円、子供追加 1 名 2,500 円） 

       イベント＋ランチ：親子で 9,000 円 

       （大人追加 1 名 4,500 円、子供追加 1 名 4,500 円） 

        ※ランチはワンドリンク付。 

         （お子様の料金には材料費が含まれております。） 

        ※お子様の参加は小学生までとさせていただきます。 

※サービス料・消費税込。 

 【会  場】 白鷺の間（3 階） 

 【内  容】 コック帽と調理器具は、ホテルで用意いたします。 

        エプロンのみご持参ください。最後に修了証をプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ先  

 「レ セゾン」 

TEL.(06)6881-4882(直通）11：00～21：30 

月曜定休（祝日の場合は翌日休） 

ご予約・お問い合わせ先  

宴会イベント係 

TEL.(06)6881-4650(直通）10：00～19：00 
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■■■■それいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマンそれいけ！アンパンマン    ショーショーショーショー    スペシャルバージョンスペシャルバージョンスペシャルバージョンスペシャルバージョン    

    「なきむしヒーローとゆうきのきし」「なきむしヒーローとゆうきのきし」「なきむしヒーローとゆうきのきし」「なきむしヒーローとゆうきのきし」    

【日  程】 5 月 4日（木・祝） 

【出  演】 アンパンマン・しょくぱんまん・カレーパンマン・メロンパンナ・ 

       クリームパンダ・つきのしらたまさん・ばいきんまん・ドキンちゃん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

■■■■ウルトラマンオーブウルトラマンオーブウルトラマンオーブウルトラマンオーブ    スペシャルショースペシャルショースペシャルショースペシャルショー    

 【日  程】 5 月 5日（金・祝） 

  【出  演】 ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン・ウルトラマンエックス・ 

         ウルトラマンギンガ・ウルトラセブン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

ご予約・お問い合わせ先  

宴会イベント係 

TEL.(06)6881-4650(直通）10：00～19：00 

    昼の部：受付 10：15～、バイキング 11：00～、ショー12：30～ 

 夜の部：受付 16：15～、バイキング 17：00～、ショー18：30～ 

     ※ショー終了後に、写真撮影会を実施いたします。 

      ご希望のお客様は、カメラをご持参ください。 

 会場：バイキング／エンパイアルーム（3 階）、ショー／孔雀西の間（3 階） 

 料金：大人 9,500 円 お子様（3～12 歳）5,000 円 

 

 ＜3 世代満喫特典＞ 

 ご予約時に「3 世代です」とお伝えいただいたお客様の大人料金を 500 円割引 

 させていただきます。※お子様は同料金 5,000 円でのご提供となります。 

 

 ※お料理・お飲物付。 

 ※サービス料・消費税込。 

 ※アルコールの提供は予定しておりませんので、予めご了承ください。 

    昼の部：受付 10：15～、バイキング 11：00～、ショー12：30～ 

 夜の部：受付 16：15～、バイキング 17：00～、ショー18：30～ 

     ※ショー終了後に、写真撮影会を実施いたします。 

      ご希望のお客様は、カメラをご持参ください。 

 会場：バイキング／エンパイアルーム（3 階）、ショー／孔雀西の間（3 階） 

 料金：大人 9,500 円 お子様（3～12 歳）5,000 円 

 

 ＜3 世代満喫特典＞ 

 ご予約時に「3 世代です」とお伝えいただいたお客様の大人料金を 500 円割引 

 させていただきます。※お子様は同料金 5,000 円でのご提供となります。 

 

 ※お料理・お飲物付。 

 ※サービス料・消費税込。 

 ※アルコールの提供は予定しておりませんので、予めご了承ください。 
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■■■■ゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィーク    ディナーバイキングディナーバイキングディナーバイキングディナーバイキング    

帝国ホテル伝統の「ローストビーフ」をはじめ、多彩なメニューを取り揃えたガーデン・    

ブフェ。ご家族・ご友人のみなさまで、ごゆっくりとお過ごしください。 

【期  間】 5 月 3日（水・祝）～5月 6 日（土） 

【時  間】 18：00～20：00 

【料  金】 大人 6,500 円 お子様 3,250 円（4～12 歳） 

       ※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。 

【場  所】 ロビーラウンジ「ザ パーク」（1 階） 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ご予約・お問い合わせ先  

 ロビーラウンジ「ザ パーク」 

TEL.(06)6881-4888(直通）11：00～20：00 


