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お正月恒例の縁日会場が2020年もやって来ます！ 入場無料

帝国ホテル 大阪の帝国ホテル 大阪の
家族

で過ごすお正月が

もっ
と楽しくなる!

縁日会場縁日会場
2 0 2 0

「夢広場」縁日券 1,000円
（4枚綴り、消費税込）

10：00～18：00
※3日のみ17：30まで

帝国ホテル 大阪に、大人気キャラクターが遊びにきます。
ダンスナンバーを中心に会場のお友だちと一緒に歌ったり、踊ったり、楽しいステージです。
写真撮影会もございますので、参加希望の方はカメラをご持参ください。

1月
3日 新春スペシャルイベント

ご家族皆さまで縁日やステージショーをお楽しみください。

ハローキティ & マイメロディ & ぼんぼんりぼんのミラクルパーティ

要予約

時間 ： 第1部 11：00～、第2部 14：00～　会場 ： エンパイアルーム（3階）
料金 ： 前売り 3,000円、当日 3,500円 ※消費税込 縁日券付。※3歳未満のお子さまは無料です。

漫才やジャグリングなど、賑やかで愉快な
パフォーマンスのステージをお届けします。
1月
1日
1月
2日
1月
3日

京次郎（和妻：日本奇術）
天然もろこし（漫才）

バルーンシュウ
（バルーンパフォーマンス）
Kyoujiro
（イリュージョンマジック）

ボルトボルズ（サイエンスショー）
チキチキジョニー（漫才）

ビンゴカード1枚

2020年最初の運試しはいかがでしょうか。
帝国ホテルの宿泊券や食事券、帝国ホテルプラザ
のおしゃれな商品、人気の電化製品などの素敵な
景品をご用意いたしました。ぜひご参加ください。

縁日券4枚

射的や輪投げ、わた菓子など
昔懐かしい縁日コーナー。
小さなお子さまから大人まで楽しめる
ゲームが盛りだくさんです。

ヨーヨー釣り
縁日券1枚

景品イメージ

ストラックアウト
縁日券3枚

新春恒例の屋台コーナー。
バラエティー豊かに取り揃えています。

神戸ビーフの麻婆丼 縁日券5枚 ふわふわ卵のオムライス 
デミグラスソース
縁日券4枚

ハンバーガー
サンドイッチ
縁日券5枚

たこ焼き 縁日券2枚
オマール海老のオーブン焼き トリュフの香り 縁日券20枚

江戸前寿司（鮨 久兵衛）
縁日券6枚

パンケーキ
縁日券3枚

メニュー（一例）

遊具一例

※スケジュールは裏面をご覧ください。

※画像はすべてイメージです。※掲載の内容、メニューは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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1日50食限定

など

ニューイヤー・大ビンゴ大会 縁日コーナー  10：00オープン

ステージイベント 屋台コーナー  10：00オープン

景品一例
◆帝国ホテル 大阪 スイート ペアご宿泊券
◆帝国ホテル 大阪 レストランペアディナー券
◆上高地帝国ホテル ペアご宿泊券　ほか
今年の景品数は前年より2倍の約100点ご用意しております。

バルーンシュウ



ご予約・お問い合わせ TEL.（06）6881-1111（代表）
エコマーク認定
帝国ホテル 大阪
No.16 503 002
Eco Mark certification
Imperial Hotel, Osaka

1年間の無病息災を祈り、豪快かつ勇壮な獅子舞をご披露いたします。
（1日 10：00～、3階プロムナード）

帝国ホテルの味をバラエティー豊かに詰め合わせた福袋と、帝国ホテル 大阪で
しか手に入らない「ドアマン・スヌーピー」グッズの福袋をご用意いたしました。

1日・2日 13：30
新春演芸

12：20
大ビンゴ大会

15：10
大ビンゴ大会

16：50
大ビンゴ大会

11：30
獅子舞・もちつき

14：15
獅子舞・もちつき

11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：0010：00
イベントスケジュール

16：20
新春演芸

10：30
新春演芸

3日 11：30
新春演芸

10：00
壽 獅子
※1日のみ

14：00
新春演芸

12：40
大ビンゴ大会

15：10
大ビンゴ大会

16：35
大ビンゴ大会

16：05
新春演芸

おもち
1日と2日のみ、
もちつきイベント後の数量限定販売

獅子舞

縁日券2枚

1日・2日 14：00～22：00 ／ 3日 10：00～17：30
ルーレットやブラックジャックのほか、ダーツなどもお楽しみいただけます。
（未成年の方は保護者同伴でご入場ください。）

地元「天神橋筋商店街」から半畳のステージがやってきます。たたみ半畳で
繰り広げられる大道芸や紙芝居が人気のコーナーです。
1日・2日 11：10～、13：10～、16：00～ ／ 3日 10：00～、12：10～、16：00～

平　日
（15分間隔）

00分　10分　20分　30分　40分　50分

00分　15分　30分　45分
05分　20分　35分　50分

ホテル発／JR大阪駅発

ホテル発
JR大阪駅発

土日祝日
（10分間隔）

■ 帝国ホテル ←→ JR大阪駅西側高架下（桜橋口）

運行スケジュール（8：00～21：00 毎時）
※1月1日（水・祝）～1月3日（金）は、土日祝日ダイヤで運行いたします。

◆車
JR大阪駅、阪急・阪神・大阪梅田駅、OsakaMetro 梅田駅より 約10分　JR新大阪駅より 約15分
阪神高速1号環状線 北浜出口（大阪国際空港・池田・豊中方面）より 約7分
阪神高速12号守口線 南森町出口（京都・守口方面）より 約5分
阪神高速13号東大阪線 法円坂出口（関西国際空港方面 湾岸線・神戸線経由）より 約10分
阪神高速13号東大阪線  森之宮出口（奈良方面）より 約15分
※500台収容の駐車場（有料）を完備しております。
　ご宿泊のお客さまは1泊につき1,500円（消費税込）でご利用いただけます。

◆最寄駅から徒歩
JR大阪環状線 桜ノ宮駅西出口より 約5分
JR東西線 大阪天満宮駅より 約10分

OsakaMetro 堺筋線 扇町駅より 約10分
OsakaMetro 堺筋線・谷町線 南森町駅より 約12分
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〒530-0042 大阪市北区天満橋1-8-50
TEL.（06）6881-1111（代表）

価格/15,000円（消費税込）【限定25個】
（「ドアマン・スヌーピー」商品の詰め合わせ20,000円相当）

1月1日（水・祝）～3日（金） 8：00～21：00　ホテルショップ（2階）にて販売いたします。

2020年の輝かしい新春に、ご家族や
ご友人の皆さまでお楽しみいただける
ディナーバイキングをご用意しました。
お正月の思い出に残る素敵なひととき
をお過ごしください。

1月1日（水・祝）～4日（土） 
18：00～20：00（L.O.19:45）
料金： 大人 8,000円　
 お子さま（4～12歳）4,000円
場所： ブフェ&ラウンジ「ザ パーク」（１階）
※消費税・サービス料込。
　フリードリンク（ソフトドリンク・スパークリング・ビール・
　赤ワイン・白ワイン）付
※メニューの詳細はホームページをご確認ください。

価格/10,000円（消費税込）【限定60個】
（焼き菓子やレトルト商品など15,000円相当）
※売り切れの場合はご容赦ください。 ※ご予約は承っておりませんので、ご了承ください。

○ 手相・心理学／山本レイ（2日～3日）
○ 五行易・四柱推命／藤井惠祥（1日～3日）
○ 西洋占星術／吉田ルナ（1日～3日）
○ ルノルマンカード／ローズ・ベル（1日～2日）
○ 気学・星占い／京 風仁子（1日～2日）
○ 四柱推命・手相 ／ 麻谷 承加（1日）

※画像はすべてイメージです。

壽 獅子 もちつき・獅子舞

インペリアルカジノコーナー

繁盛楽座「天満天神半畳芸」

新春開運占い 2020年の運勢を占います。 縁日券9枚

ニューイヤーバイキング 2020年新春福袋


