
 

 

 

 

 

 

 

   2017 年(平成 29 年)2 月 15 日 

 

春春春春の期間限定の期間限定の期間限定の期間限定「「「「桜桜桜桜」」」」メニューメニューメニューメニューをををを提供提供提供提供    

『帝国ホテルの桜祭り』『帝国ホテルの桜祭り』『帝国ホテルの桜祭り』『帝国ホテルの桜祭り』    

期間：3 月 16 日(木)～「造幣局 桜の通り抜け」開催期間終了まで    

   ●「桜祭りメニュー」「桜祭りメニュー」「桜祭りメニュー」「桜祭りメニュー」 

     場 所：各レストラン 

   ●「「「「桜桜桜桜のアフタヌーンティーセットのアフタヌーンティーセットのアフタヌーンティーセットのアフタヌーンティーセット」」」」 

     場 所：ロビーラウンジ「ザ パーク」(1 階) 

   ●「「「「桜桜桜桜あんぱんあんぱんあんぱんあんぱん」」」」 

     場 所：ロビーラウンジ「ザ パーク」 

テイクアウトコーナー(1 階) 

                          

その他、春の期間限定スイーツや宿泊プラン「春満喫桜クルーズステイ」も販売 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定番の人気商品「桜あんぱん」定番の人気商品「桜あんぱん」定番の人気商品「桜あんぱん」定番の人気商品「桜あんぱん」    
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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、今年も桜の開花時期に合わせて、    

レストランなどで川沿いの桜とともに、春や桜にちなんだ食事をお楽しみいただける「帝国ホテ

ルの桜祭り」を開催し、各種メニューを販売いたします。 

◇ 

 

帝国ホテル大阪は、大阪市内有数の桜の名所に程近く、3 月下旬からは約 4,800 本のソメイヨシノ

やヤマザクラが咲き誇る「毛馬桜之宮公園」、4 月中旬からは約 120 種 350 本の桜を観られる   

「桜の通り抜け」で全国的に知られる「造幣局」などで花見が楽しめ、毎年桜の時期には、多くの

花見客で賑わいます。 

 

 ホテル内の各レストランでは、3 月 16 日(木）から「造幣局 桜の通り抜け」開催期間終了まで   

(※注)、桜や春にちなんだ食材を使用した「桜祭りメニュー」の提供や、ロビーラウンジ「ザ パーク」

 (1 階)では、川沿いの景色を眺めながらお食事をお楽しみいただける「桜祭りバイキング」、 

「桜のアフタヌーンティーセット」など、春を感じていただける内容をご用意しております。 

 

 また、3 月 1 日(水)から 4 月 30 日（日）には、生地に桜の葉を練り込んで焼き上げた春の季節に   

ぴったりの新商品「桜のバウムクーヘン」や、毎年ご好評いただいている帝国ホテルの焼印が入った 

甘さ控えめの「桜あんぱん」もご用意しています。 

 

 さらに、3 月 28 日（火)から 4 月 15 日（土）には、水上バスからお花見を満喫いただける宿泊     

プラン「春満喫桜クルーズステイ」もご用意します。これは、大阪水上バス「アクアライナー」の   

事前予約ができる特別なプランで、川の両岸に桜並木が広がり、日本有数の桜の名所として知られる  

帝国ホテル大阪周辺をお楽しみいただけます。 

 

帝国ホテル大阪の春の期間限定「桜」メニューの概要は次頁の通りです。 

 

※注＝期間は開花状況により変更する場合がございます。 
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春の期間限定「春の期間限定「春の期間限定「春の期間限定「桜桜桜桜」メニュー」メニュー」メニュー」メニュー    概要概要概要概要    

    

 

◎『桜祭りメニュー』◎『桜祭りメニュー』◎『桜祭りメニュー』◎『桜祭りメニュー』    

＜期    間＞ 3 月 16 日(木)～「造幣局 桜の通り抜け」開催期間終了まで 

※期間は桜の開花状況により変更する場合がございます。 

■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」（23 階） 

桜の葉で香り豊かに蒸し上げる真鯛の一品など、春の食材と桜の葉     

や花びらを使って仕上げるコース料理が、お花見のひとときを    

華やかに演出します。 

＜時  間＞ 12:00～14:00 

※月曜日定休(祝日の場合は翌日休) 

＜料  金＞ 7,300 円 ※消費税込、サービス料別 

 

※ランチ・ディナータイムともにお召し上がりいただける桜祭りコース（21,600 円）もご用意して 

おります。 

 

 

 

 

 

 

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

目の前の鉄板で調理される平目、桜海老、ハマグリなどの新鮮な魚介 

類と、和牛ステーキ。厳選した春の味覚を、桜をテーマにした特別 

コースでお楽しみください。 

＜時  間＞ 11：30～14：30 

    ＜料  金＞ 6,900 円 ※消費税込、サービス料別 

 

 

※ランチ・ディナータイムともにお召し上がりいただける神戸ビーフ 

 と桜フェア（22,000 円、28,000 円）もご用意しております。 

 

 

 

 

 

レストランレストランレストランレストラン    

ご予約・お問い合わせ先 

鉄板焼「嘉門」 

TEL : 06-6881-4883 

ご予約・お問い合わせ先 

フランス料理「レ セゾン」 

TEL : 06-6881-4882 
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■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） 

大海老のチリソースや豚フィレ肉の黒酢仕立てなど、おすすめの 

中国名菜 6 品と充実のデザート。さまざまな味を手軽にお楽しみ 

いただける女性に嬉しいランチメニューです。 

 

＜時  間＞ 11：30～14：30 

    ＜料    金＞ 3,500 円 ※消費税込、サービス料別 

 

 

※ランチ・ディナータイムともにお召し上がりいただける桜祭りコース（15,000 円）もご用意して 

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ■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） 

桜色のソースで仕上げる牛フィレ肉のポワレや、花びらを浮かべた 

コンソメスープなど、帝国ホテル伝統の味を「桜」にちなんだアレンジ   

でご用意します。 

 

＜時  間＞ 平 日 11：00～14：00 

         土日祝 11：00～17：00 

＜料  金＞ 3,500 円 ※消費税込、サービス料別 

 

※ランチ・ディナータイムともにお召し上がりいただける桜祭りコース 

（4,200 円～）、アラカルト（1,400 円～）もご用意しております。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ご予約・お問い合わせ先 

中国料理「ジャスミンガーデン」 

TEL : 06-6881-4884 

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」 

TEL : 06-6881-4885 
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◎『桜祭りバイキング』◎『桜祭りバイキング』◎『桜祭りバイキング』◎『桜祭りバイキング』    

■ロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザ    パーク」パーク」パーク」パーク」（1 階） 

桜並木を窓越しに眺めながら、帝国ホテル伝統の“ロースト  

ビーフ”をはじめとするバラエティーに富んだ味わいをお楽しみ

ください。 

 

 ・桜ランチバイキング 

＜期    間＞ 3 月 16 日(木)～「造幣局 桜の通り抜け」 

開催期間終了まで 

＜時  間＞ 11：30～13：30 

＜料    金＞ 大人 4,500 円 

       お子様(4～12 歳)  2,250 円 

              ※ソフトドリンク付。サービス料・消費税込 

 

 ・桜ディナーバイキング 

＜期    間＞ 4 月 1 日(土)・2 日（日）・8 日（土）・9 日（日）  

＜時  間＞ 18：00～20：00 

＜料    金＞ 大人 6,500 円 

       お子様(4～12 歳)  3,250 円 

              ※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 

 

 

    

◎『桜のアフタヌーンティ◎『桜のアフタヌーンティ◎『桜のアフタヌーンティ◎『桜のアフタヌーンティーーーーセット』セット』セット』セット』    ＜予約優先・1 日 15 セット限定＞    

■ロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザ    パーク」パーク」パーク」パーク」（1 階） 

お花見気分を楽しめる桜並木沿いのアトリウムで、苺ロールケーキや、    

桜海老と春キャベツのキッシュなど、春色に彩られたアフタヌーンティー 

セットをご満喫ください。 

 

＜期    間＞ 3 月 16 日(木)～4 月 30 日（日） 

＜時  間＞ 11：00～20：00  

＜料    金＞ 3,030 円 ※消費税込、サービス料別 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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■ロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザロビーラウンジ「ザ    パーク」パーク」パーク」パーク」    テイクアウトコーナー（1 階）    

＜期    間＞ 3 月 1 日(水)～4 月 30 日(日) 

＜時  間＞ 11：00～20：00 

◎『フレーズ～苺のロールケーキ～』◎『フレーズ～苺のロールケーキ～』◎『フレーズ～苺のロールケーキ～』◎『フレーズ～苺のロールケーキ～』    

ベリー系（苺と赤スグリ）のコンフィチュールをまとった苺と、 

シャンティークリーム、苺のクレムーをきび砂糖風味のロール生地で

包んだ季節限定の商品です。 

＜価  格＞  1,700 円 ※消費税込 

 

 

◎◎◎◎『『『『桜あんぱん桜あんぱん桜あんぱん桜あんぱん』』』』    

塩漬けした桜の花をトッピングした帝国ホテルの焼印入り 

あんぱんです。この季節の帝国ホテル大阪の人気商品です。 

＜価  格＞  1 個 230 円  ※消費税込 

 

 

 

 

 

◎『◎『◎『◎『ケークケークケークケーク    オオオオ    ロゼロゼロゼロゼ』』』』    

フリーズドライ苺と、ローストしたクルミを生地に混ぜ込み、ほんのり

と桜色に焼き上げた大川の「桜」をイメージしたパウンドケーキです。 

＜価  格＞  2,380 円（12 ㎝）  ※消費税込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テイクアウトテイクアウトテイクアウトテイクアウト    

お問い合わせ先 

ロビーラウンジ「ザ パーク」テイクアウトコーナー 

TEL : 06-6881-4889  
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◎『桜の◎『桜の◎『桜の◎『桜のバウムバウムバウムバウムクーヘン』クーヘン』クーヘン』クーヘン』新商品新商品新商品新商品    

生地に桜の葉を練り込んで焼き上げた春の季節にぴったりの桜風味の

バウムクーヘンです。 

    

■ホテルショップホテルショップホテルショップホテルショップ（2 階）     

＜期    間＞ 3 月 1 日(水)～4 月 30 日(日) 

＜時  間＞ 8：00～21：00 

＜価  格＞  2,700 円（8 個入り） ※消費税込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン『『『『春満喫桜クルーズステイ春満喫桜クルーズステイ春満喫桜クルーズステイ春満喫桜クルーズステイ』』』』    

大阪市内の名所を巡る大阪水上バス「アクアライナー」の事前予約ができ

る特別なプランで、水上からお花見をお楽しみいただけます。 

＜期    間＞ 3 月 28 日(火)～4 月 15 日（土） 

＜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 37,000 円～ 

※1 泊朝食、水上バス「アクアライナー」乗船料付。 

 サービス料・消費税込、宿泊税別。 

※料金は日によって異なります。 

※期間は開花状況やアクアライナーの運行状況によって前後する場合がございます。 

 

＜特  典＞ ①水上バス「アクアライナー」60 分周遊コース（10：40～16：40 の間、OAP 港を 

毎時 40 分出港）で水上からのお花見をご体験ください。 

       ②朝食はカフェレストラン「フライング トマト カフェ」（2 階）でのブフェ、 

               日本料理「大阪 なだ万」（24 階）での和定食、ルームサービスから 

               お選びいただけます。 

③「フレグランスボックス」をお 1 人様につき 1 つプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊宿泊宿泊宿泊    

お問い合わせ先 

「ホテルショップ」 

TEL : 06-6881-4878  

 

ご予約・お問い合わせ先 

客室予約 

TEL : 06-6881-4100 

月～土 9：00～20：00、日祝 9：00～17：30 


