
 

 

 

 

 

 

 

 

   2019年(平成 31年)4月 18日 

  

大阪の夏の風物詩「天神祭」に関する商品を販売 

●宵宮祭 奉納水上薪能鑑賞プラン 
【日時】 2019年 7月 24日（水）18：40～薪能鑑賞 20：15～お食事（予定） 

【料金】 13,500円より 
※お料理・お飲物・奉納水上薪能鑑賞付。サービス料・消費税込 

＜予約受付 2019年 5月 9日(木) 10：30より＞ 

●帝国ホテル奉拝船 
【日時】 2019年 7月 25日（木）16：30～22：30（予定） 

【料金】 97,000円 

※奉拝船乗船料・日本料理「大阪 なだ万」特製弁当・お飲物付。 
 保険料・サービス料・消費税込 

＜予約受付 2019年 5月 9日(木) 10：00より＞ 

●ホテルディナーと天神祭観覧席の夕べ 
【日時】 2019年 7月 25日（木） 18：00～21：00（予定） 

【料金】 エンパイアルーム(3階宴会場)ベランダ観覧席 30,000円 

アネックス通路(5階)室内観覧席  25,000円 
※お料理（フルコース）・お飲物・観覧席付。サービス料・消費税込 

＜予約受付 2019年 5月 13日(月) 10：00より＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
「宵宮祭 奉納水上薪能」の様子 「天神祭」船渡御と奉納花火の様子 
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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、「宵宮祭 奉納水上薪能 鑑賞       

プラン」、「帝国ホテル奉拝船」、「ホテルディナーと天神祭観覧席の夕べ」など、大阪の夏

の風物詩「天神祭」に関する商品を販売します。 

 

 「天神祭宵宮祭」（※1）が開催される 7月 24日（水）に、ホテル前の大川で繰り広げられ

る「宵宮祭 奉納水上薪能」を船上でお楽しみいただく「宵宮祭 奉納水上薪能鑑賞プラン」を

販売します。奉納水上薪能では、ホテル前のOAP港に係留した能船の上で薪能が上演され、上

演前には大阪天満宮講社連合会の協力によるお囃子
は や し

が水上、陸上から能船を盛り上げます。    

この幽玄な薪能をご鑑賞された後、ご夕食はカジュアルレストラン「カフェ クベール」または

中国料理「ジャスミンガーデン」にて、特別メニューをお召し上がりいただきます。     

また、天神祭をより楽しんでいただくためのセミナーや、宿泊プランもご用意しております。 

 

 また、「天神祭」（※2）が開催される 7月 25日（木）に、奉納花火や船渡御を奉拝船から

ご覧いただく「帝国ホテル奉拝船」や、宴会場でフランス料理を楽しまれた後、特別観覧席か

らご覧いただく「ホテルディナーと天神祭観覧席の夕べ」を販売します。 

 「天神祭 宿泊プラン」は、レストランまたはルームサービスにてご夕食をお召し上がり  

いただけ、ご宿泊されるお部屋から天神祭をご観賞できるプランです。さらに今年は、レスト

ランの鑑賞プランとご宿泊の両方を楽しめる特別セットプランも販売いたします。 

ホテル内の各レストラン、ラウンジでも「天神祭 特別メニュー」をご用意いたします。 

 

 地元・大阪に密着したホテルを目指す帝国ホテル 大阪も祭りを盛り上げるべく、1996 年の

開業以来ご用意しているこれらの商品は、ご宿泊やお食事をしながら迫力に満ちた祭りを間近

で鑑賞できるとご好評いただいております。 

 

 

※1「天神祭宵宮祭」 

毎年、天神祭 本宮の前日7月24日に、大阪天満宮本殿にて「宵宮祭」が行われ、その後、鉾流(ほこながし)

橋北詰めの斎場に移動し、鉾流神事が斎行されます。自動車渡御が大阪市内を巡り、天満宮境内では地車

囃子(だんじりばやし)が奏でられ、催太鼓(もよおしだいこ)と獅子舞が氏地をまわり、本宮に向けて祭の雰囲

気を盛り上げます。 

 

※2「天神祭」 

日本三大祭の一つに数えられる「天神祭」は、大阪天満宮ご鎮座の翌々年の天暦 5 年(951 年）に社頭の  

浜から神鉾を流し、流れ着いた浜辺に斎場を設け、神霊を移して「みそぎ祓い」を行ったのが始まりとされて

います。今では大阪の夏の風物詩としてよく知られており、24 日の宵宮から続く神事の後、25 日は陸渡御を

終えて船に乗り込み、荘厳かつ華麗な水上の神事が始まります。大川に上がる花火と船渡御には、毎年 100

万人を超える観客が訪れ、火と水、光と影、静と動が一体となった夏の夜の祭典を楽しみます。 

 

 

「天神祭」に関する商品の概要は、次の通りです。 
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■「天神祭宵宮祭 奉納水上薪能鑑賞プラン」  

【日 時】2019年 7月 24日(水) 

 薪能鑑賞 18：40～ お食事 20：15～（予定） 

【場 所】＜セミナー＞  宴会場 

 ＜薪能＞  帝国ホテル 大阪前 OAP港に停泊する能船上の観覧席 

 ＜お食事＞ カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階） 

  または 中国料理「ジャスミンガーデン」（23階） 

 

 

 

 

 

【料 金】カジュアルレストラン「カフェ クベール」 13,500円 

中国料理「ジャスミンガーデン」18,500円 

※お料理・お飲物・奉納水上薪能鑑賞付。サービス料・消費税込  

 

ご予約・お問い合わせ先 

【能観賞のみ、ジャスミンガーデンでのお食事】 

中国料理「ジャスミンガーデン」 TEL.(06)6881-4884 

【カフェ クベールでのお食事】 

カジュアルレストラン「カフェ クベール」 TEL.(06)6881-4885 

＜予約受付 2019年 5月 9日（木）10：30より＞ 

 
 

◎「天神祭宵宮祭 奉納水上薪能鑑賞付宿泊プラン」 

【宿泊日】2019年 7月 24日(水) 

【料 金】・レギュラーフロア スーペリア（40㎡） 

 カジュアルレストラン「カフェ クベール」 

 1室 1名様  40,500円、1室 2名様  60,000円、1室 3名様  82,500円 

 中国料理「ジャスミンガーデン」 

 1室 1名様  45,500円、1室 2名様  70,000円、1室 3名様  97,500円 

 ・インペリアルフロア デラックス（40㎡） 

 カジュアルレストラン「カフェ クベール」 

 1室 1名様  53,000円、1室 2名様  73,500円、1室 3名様 96,000円 

 中国料理「ジャスミンガーデン」 

 1室 1名様  58,000円、1室 2名様  83,500円、1室 3名様  111,000円 

 ※１泊夕朝食、奉納水上薪能鑑賞付。サービス料・消費税・宿泊税込  

 ※25日（木）のチェックアウトは午前 10時とさせていただきます。 

 

ご予約・お問い合わせ先 

帝国ホテル 大阪 客室予約 TEL.(06)6881-4100 

（直通 月～土 9：00～20：00、 日祝 9：00～17：30） 

＜予約受付 2019年 5月 9日（木）10：30より＞ 

＜セミナーのご案内＞ 

16：30分（予定）より、天神祭をより楽しむためのセミナー（無料）を開催いたします。 

※要予約・自由参加制 
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■「帝国ホテル奉拝船」 

天神祭本宮祭の奉納花火や船渡御を、奉拝船上からご覧いただく貴重な体験ができます。 

今年は前年よりもゆったりと船の上でお過ごしいただけるよう、レイアウトを変更してお席を

ご用意いたします。 

【日  程】 2019年 7月 25日(木) 

       16:30頃/帝国ホテル 大阪 宴会場にて受付開始 

17:00頃/ホテルご出発 

17:30頃/船上にてご夕食 

22:30頃/ホテルにて解散 

※交通事情により、解散時間は前後する場合がございます。 

【料  金】 97,000円 

         ※奉拝船乗船料・日本料理「大阪 なだ万」特製弁当・お飲物付。 

保険料・サービス料・消費税込 

       ◎ご宿泊を含むセットプランもご用意しております。 

 [料金一例] 

 レギュラーフロア スタンダード 1室 2名様 291,100円 

 ※1泊夕朝食・奉拝船乗船料・お飲物付。 

 保険料・サービス料・消費税・宿泊税込 

 

 

ご予約・お問い合わせ先 

帝国ホテル 大阪 奉拝船係 TEL.(06)6881-4601 

(直通 10:00～17:00 ※土日祝を除く) 

＜予約受付 2019年 5月 9日（木）10：00より＞ 

 

 

 

■「ホテルディナーと天神祭観覧席の夕べ」  

宴会場「エンパイアルーム」（3階）にてフランス料理のディナーをお召し上がりいただいた後、

船渡御と花火を特別観覧席からご観賞ください。 

【日  時】 2019年 7月 25日(木)18：00～21：00（予定） 

【料  金】 エンパイアルーム （3階宴会場）ベランダ観覧席  30,000円 

      アネックス通路（5階）室内観覧席 25,000円 

      ※お料理（フルコース）・お飲物・観覧席付。サービス料・消費税込 

      

 

ご予約・お問い合わせ先 

帝国ホテル 大阪 宴会イベント係 TEL.(06)6881-4650(直通 10:00～19:00) 

＜予約受付 2019年 5月 13日（月）10：00より＞ 

 

  



 5 

■「天神祭」宿泊プラン 

「天神祭」をお部屋からご覧いただけるプランです。夕食は   

レストランまたはルームサービスをお選びいただけます。    

今年は例年より 2週間早くご予約受付を開始いたします。 

【日  程】 2019年 7月 25日(木) 

【料  金】 レギュラーフロア スーペリア 

    1室 2名様 178,000円、1室 3名様 235,500円 

    ※1泊夕･朝食付。サービス料・消費税・宿泊税込 

インペリアルフロア デラックス 

 1室 2名様 198,000円、1室 3名様 259,500円 

       ＜夕食＞ 

 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｣、 

 ルームサービス、日本料理「大阪 なだ万｣、鮨｢久兵衛｣からお選びいただけます。 

 

◎観覧席付ジュニアスイートプラン 

カジュアルレストラン「カフェ クベール」の夕食・観覧席付プランと、ゆったりおくつろぎ 

いただける 60㎡のジュニアスイートでのご宿泊がセットになった宿泊プランです。 

【日  程】 2019年 7月 25日(木) 

【料  金】 1室 2名様 140,000円 

 ※1泊夕朝食・お飲物・観覧席付。サービス料・消費税・宿泊税込 

 ※カフェ クベール（2階）でのご夕食は 21：00からのご案内となります。 

 ※お部屋から天神祭はご覧いただけません。 
 

ご予約・お問い合わせ先   

帝国ホテル 大阪 客室予約 TEL.(06)6881-4100 

（直通 月～土 9：00～20：00、 日祝 9：00～17：30） 

＜予約受付 2019年 5月 12日（日）10：00より＞ 

 

 

■「天神祭」特別メニュー 

ホテル内の各レストランでこの日限りの特別メニューをご用意し、天神祭とともにお楽しみ 

いただけます。 

【日  程】 2019年 7月 25日(木) 

○フランス料理「レ セゾン」（23階） 

＜時 間＞19：30～  ＜料 金＞44,000円 

○鉄板焼「嘉門」（24階）      

＜時 間＞19：30～  ＜料 金＞38,000円、45,000円 

○中国料理「ジャスミンガーデン」（23階）  

＜時 間＞19：30～  ＜料 金＞38,000円、45,000円 

○日本料理「大阪 なだ万」（24階）           

＜時 間＞19：30～  ＜料 金＞35,640円 

  

※写真はイメージです。 
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○カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階） 

お食事の後、ホテル館内特別観覧席（22階もしくは 24階）までご移動いただきます。 

※天神祭鑑賞後にお食事をお召し上がりいただく時間設定もございます。 

＜時 間＞17：30～  ＜料 金＞大人 25,000円、お子さま（4～12歳）12,500円 

○カクテルラウンジ「レインボー ラウンジ」（23階） 

＜時 間＞18：00～  ＜料 金＞28,000円 ※窓席は別途チャージ 3,000円（税込） 

○ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階） 

開放的な空間でディナーバイキングをお楽しみいただけます。 

＜時 間＞18：00～  ＜料 金＞大人 20,000円、お子さま（4～12歳）10,000円 

※上記メニューはすべてサービス料・消費税込の料金です。 

◎鉄板焼「嘉門」、中国料理「ジャスミンガーデン」では、メニューを 2種類ご用意いたします。 

◎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」の料金には

帝国ホテルオリジナルうちわと手ぬぐいが含まれております。 

 

               

ご予約・お問い合わせ先   

帝国ホテル 大阪 各レストラン TEL.(06)6881-1111（代表） 

＜予約受付 6月 5日(水) 11：30より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


