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本場フィンランドよりサンタクロースを迎え、さまざまな企画をご用意 

「帝国ホテル大阪のクリスマス 2017」 

◆宿泊プラン 

◆クリスマス 特別メニュー 

◆イベント情報 

◆クリスマスデコレーション 
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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

2017」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 12 月 23 日・24 日が土日に重なることから、クリスマス前からホテルなどで過ごす

方が多くなると予想されます。 

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、クリスマスについての紙芝居や   

サンタクロースからお子さまにイヤーベアをプレゼントする「サンタクロースがやってくる！ 

クリスマスのおはなし会」もご用意しております。 

「帝国ホテル大阪のクリスマス 2017」の概要は下記の通りです。 

 

 

「帝国ホテル大阪のクリスマス 2017」の概要 

 

 

＜宿泊＞ 

■お部屋にサンタプラン ＜1日 7室限定＞ 

あらかじめお客さまからお預かりしたプレゼントを、サンタクロースがお部屋までお届け 

する毎年大人気のプランです。 

【期   間】 12月 22日(金)～25日(月）※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・10cm角型ケーキ付 

※サービス料・消費税込、宿泊税別 

※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プレゼントのお届け時間は、ご予約時にご案内いたします。 

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 2018」を 1 室につき 1 つプレゼントいたします。 
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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(木)～25日(月)  ※3日前までにご予約ください。 

【料   金】 レギュラーフロア パークスイート(100㎡) ＜1日 2室限定＞ 

        1室 2名様ご利用 1室 190,000円～210,000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 71,000円～83,000円 

 ※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別 

 ※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」をご用意いたします。 

 ②「ドアマン・スヌーピー」オリジナルトラベルバッグと 

  「ドアマン・スヌーピー」カードキー・カードキーホルダーを 

  お 1人様につき 1つプレゼントいたします。 

③カフェレストラン「フライング トマト カフェ」（2階）にて、 

 「スヌーピー・スペシャルメニュー」を 10％割引いたします。 

④ホテルショップ（2階）にて、オリジナル「ドアマン・スヌーピー」 

 グッズを 5％割引の特典もご用意しております。 

【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つプレゼントいたします。 

 

■きらめく夜景ステイ 

カクテル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(金)～29日(金)  

【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 30,400円～  

 ※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別 

 ※料金はお日にちによって異なります。 

【特 典】 ①先着 30室限定で「帝国ホテル オリジナル イヤーベア 2018」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）でご利用いただける

  ワンドリンクチケットをお１人様につき 1枚お渡しいたします。 

 ③朝食はルームサービスでの洋定食、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。 

 

 
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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＜クリスマスメニュー＞ 

■フランス料理「レ セゾン」（23階） 

シェフが選び抜いた食材で、クリスマスならではの趣向を凝らした特別コースをご用意 

いたします。高層階に広がる夜景とともに、素敵な聖夜を心ゆくまでお楽しみいただけます。 

【期   間】 12月 21日（木）～25日（月） 

        12：00～14：00 / 17：30～21：30（ラストオーダー21：00） 

 ※23日（土）、24日（日）のディナータイムは、 

①17：00～19：30 ②20：00～の 2部制です。 

【料   金】30,000円、38,000円 ※消費税込、サービス料別 

 ※21日（木）、22日（金）は 23,000円のコースもご用意しております。 

 

■鉄板焼「嘉門」（24 階） 

オマール海老のカルタ・ファタ包みや、世界三大珍味のキャビア、トリュフ、フォアグラ

を取り入れた、クリスマス限定の料理を神戸ビーフとともにご用意しました。 

【期   間】 12月 21日（木）～25日（月） 

 11：30～14：30 / 17：30～21：30（ラストオーダー21：00） 

【料   金】26,000円、33,000円 ※消費税込、サービス料別 

 

■中国料理「ジャスミンガーデン」（23階）  

 メインディッシュを「広東風ローストチキン」または「北京ダック」からお選びいただけ

るコースをご用意しました。香ばしくジューシーな味を、クリスマスにお楽しみください。 

【期   間】12月 21日（木）～25日（月） 

 11：30～14：30 / 17：30～21：30（ラストオーダー21：00） 

【料   金】15,000円 ※消費税込、サービス料別 

 

■ロビーラウンジ「ザ パーク」（1階） 

 ◎クリスマスディナーバイキング 

 大人も子どもも大満足のバラエティーに富んだクリスマスメニューが勢ぞろい。 

 サンタクロースと一緒に記念撮影もお楽しみいただけます。 

【期   間】12月 22日（金）～25日（月） 

 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 
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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） 

◎クリスマスメニュー 

 星をあしらった国産牛サーロインステーキなど、見た目も新しい、クリスマスムード  

あふれるコース料理です。 

【期   間】12月 21日（木）～25日（月） 

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

       （ラストオーダー21：30） 

【料   金】ランチ 4,200円 ディナー 7,500円～ ※消費税込、サービス料別 

 

◎パーティープラン ＜要予約・4名様以上・120分制＞ 

 お子さま連れのパーティーや、クリスマス女子会など、気軽にご利用ください。多彩な  

料理をフリードリンク付でご用意しました。 

【期   間】12月 22日（金）～25日（月） 

 平日 11：00～14：00、17：00～22：00 

 土日祝 11：00～22：00 

       （ラストオーダー21：30） 

【料   金】大人 6,000円、お子様（4～12歳）4,000円 

  ※フリードリンク（90分制）付。サービス料・消費税込 

 

■カクテルラウンジ「レインボー ラウンジ」（23階） 

◎クリスマスディナー ＜1日 4席限定・要予約＞ 

 おふたりの特別な聖夜を演出する 1 日 4 席限定のディナーです。夜景の美しい窓際のお席

にて、フランス料理フルコースとグラスシャンパンで、素敵なひとときをお過ごしください。 

【期   間】12月 21日（木）～25日（月）18：00～20：00（最終入店時間） 

【料   金】18,000円 

 ※グラスシャンパン 1杯付。消費税込、サービス料別 

◎クリスマスカクテル“クリスマス キャロル” 

 赤と白のクリスマスカラーが印象的な、食後におすすめのデザートカクテルです。 

 ベルベットのようなクリーム、ブランデーとカカオリキュールのコクに、苺の甘い香りが

広がります。 

【期   間】12月 1日（金）～25日（月）18：00～23：00（ラストオーダー22：45） 

【料   金】2,000円 ※消費税込、サービス料別 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ先 

TEL.(06)6881-1111(代表) 
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＜クリスマスイベント＞ 

■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で上演します。お子さまにはサンタクロースから   

「サンタに会えた証明書」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（日） 

       おはなし会 17：30～ ディナー 19：00～ 

【会   場】チャペル（5階） 

【料   金】大人 9,000円、お子さま（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・お飲物付。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さまにはイヤーベアをプレゼントいたします。 

 ※おはなしは 4歳以上のお子さま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。 

 

 

 

 

 

 

 

＜クリスマスデコレーション＞ 

 今年も天満・桜ノ宮エリアとして「大阪・光の饗宴 2017」に参画し、「天満・桜ノ宮光

のエレガンス」をテーマに、帝国ホテル大阪の館内外をクリスマスのデコレーションで  

華やかに演出します。 

 館内では、1 階と 2 階のロビーにメインとなるクリスマスツリーを展示し、お客さまを  

お出迎えします。今年は、各ロビーで異なるデザインのツリーを楽しんでいただけます。 

 また、2階のメインロビーには、実際に乗ることができるソリが登場。サンタクロースに

なった気分で、記念撮影をしていただける場所をご用意しました。そして、世界の子ども  

たちの幸せのために援助事業や、日本での社会福祉に役立てていただくための寄付を募る

「チャリティーツリー」を設置し、ご協力いただいた募金は、社団法人セーブ・ザ・チルド

レン・ジャパン、日本赤十字社に寄付いたします。さらに、歴代のイヤーベアを飾る「イヤ

ーベアツリー」も設置し、ベアの数についてのクイズを実施。正解者 5名には、イヤーベア

をプレゼントいたします。 

 館外では、OAPゲートから当ホテルに向かう入口にかけて、クリスマスツリーによる約 13

ｍのイルミネーションで彩ります。さらに、ホテル正面の植栽に、大川の流れのような   

イルミネーションが広がります。 

 

 

 

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） 
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【期   間】開催中～12月 25日（月）17：00～22：30（一部 24：00まで）＜予定＞ 

※イルミネーション（館外）： 

 11月 22日（水）～2018年 2月 14日（水）＜予定＞ 

 （ツリーのイルミネーションは 12月 25日まで） 

 

【場   所】ホテル館外、各出入口、1 階宴会ロビー、2 階メインロビー、23 階、24 階、

帝国ホテルプラザ（地下 1階）、フライング トマト カフェ前、 

       ホテルショップ前、オールドインペリアルバー店内、ザ パーク吹抜け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大阪・光の饗宴」 

「御堂筋イルミネーション 2017」と、水都大阪のシンボル中之島で繰り広げるアート 

フェスティバルとして 15 周年を迎える「OSAKA 光のルネサンス 2017」を「コアプロ

グラム」、大阪各所で地域活性に取り組む団体等が実施する光のプログラムを「エリア

プログラム」として、“大阪の夜を彩る光のミュージアム”をテーマに開催されます。 

 

「天満・桜ノ宮 光のエレガンス」 

帝国ホテル大阪と、大阪アメニティパーク(OAP)が、「大阪・光の饗宴 2017」のエリア   

プロジェクトとして、「天満・桜ノ宮光のエレガンス」をテーマに参画いたします。 

天満・桜ノ宮は、日本有数の桜の名所と豊かな大川の流れの地に 

あり、「天満・桜ノ宮リバーサイドクリスマス」のロゴマークの  

ブルーは、豊かな大川の水源をイメージしております。 

また、天満の伝統工芸の「天満切子」の美しい細工と、雪の結晶、

六角形をモチーフとして、水面をキラキラ光り輝くイルミネー  

ションを表現しています。 

2 階メインロビーの様子 
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◆帝国ホテル大阪では、クリスマスイルミネーションで使用している電力の一部は、 

 グリーン電力（※印参照）を使用しております。（対象電力量／1000kwh） 

 ※グリーン電力照明システム 

日本自然エネルギー株式会社が、電気の使用者（企業・自治体）と自然エネルギーの
発電事業者との間で行う、自然エネルギーの環境付加価値取引のこと。グリーン電力
証書を購入することにより、バイオマス発電や風力発電など、CO2の排出量が少なく、
環境にやさしいエネルギーを購入したとみなす。 

 

 


