


フルコース（全6品）　 1ドリンク付

ディナー限定メニュー

ランチ特別メニュー

景色とともに愉しむフランス料理

・「藍（あい）」 5～8名様  
・「山吹（やまぶき）」 5～10名様
・「瓢（ひさご）」 8～16名様 
・「萌葱（もえぎ）」10～20名様TEL 06-6944-7480

■ ご予約・お問い合わせ ［定休日／水曜日］

15F

フルコース（全6品）　  乾杯用スパークリング付

大阪市街の景色を眺めながら
楽しむ優雅なランチ。

お一人様

窓側席確約プラン 窓側席確約プラン

￥5,500

ランチ限定メニュー 人気の御膳からミニ会席まで 会食や特別なお集まりにも

陽光降り注ぐ空間で
優雅なランチを

TEL 06-6944-7481

※プランにより料理内容が異なります。

ランチ

アニバーサリー
プランAnniversary

ディナー

ディナー

フルコース　 乾杯用シャンパン
　ミニケーキ付  
（レストラン内のスクリーン演出付）

チャペルでお2人だけの特別な
時間をお過ごしいただけます。
1日1組限定プランです。

￥15,000
お一人様

お誕生日や特別な記念日に。
フルコース　 乾杯用スパークリング
　デザートプレート付

￥6,000

￥11,000

お一人様

（Aプラン）

￥8,000 （Bプラン）

（Cプラン）「幸せな結び目」プラン限定
チャペル「セント・アンナ」 15分貸切 無料  事前見学OK ※5日前までの要予約。

［定休日／土・日・祝日］

※特別営業：9/16（月・祝）
　　　　　　 9/23（月・祝）

※特別営業：9/28（土）
                        19：00～

・「プレジール」 
  6～30名様

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～9/30（月）

￥4,300の
コースご利用で 4名様まで1ドリンクサービス

メインは魚or肉料理をセレクト。
Gentil（ジャンティ）

お一人様
（料理のみ）

ハーフコース　  デザート付

￥2,900 ランチ

お魚とお肉の両方が
楽しめるフルコース

Charmant（シャルマン）
お一人様
（料理のみ）

フルコース　  デザート付

￥4,300 ランチ

平日ランチPetit（プティ）お一人様（料理のみ）￥2,100 ランチ

四季の味わいと彩り感じる日本料理15F

￥9,000 ディナーお一人様

特別なお食事に
ぴったりのフルコース。

お一人様（料理のみ）

お一人様（料理のみ）

￥2,200

￥3,000

華御膳

いろどり御膳

お一人様（料理のみ）

お一人様（料理のみ）

￥4,000

￥6,000

太閤膳（全7品）

隨縁御膳（全7品）
ランチ

ランチ

お一人様（料理のみ）￥4,500太閤膳（全7品） ランチ

ランチ

お一人様（料理のみ）￥3,000いろどり御膳 ランチ

ランチ

ディナー

お一人様（料理のみ）￥6,500錦（全7品） ランチ ディナー

お一人様（料理のみ）￥6,500錦（全7品） ランチ ディナー

お造り、天婦羅に季節の炊き込みご飯がついた御膳料理。

ランチ特別メニュー 旬の食材を料理長の技で
落ち着いた空間で、季節の美味しさが堪能できる贅沢ランチ

お一人様（料理のみ）￥12,500雅（全9品） ディナー

お一人様（料理のみ）￥10,500城見（全8品） ディナー

お一人様（料理のみ）￥8,500天守（全8品） ディナー

ディナー特別メニュー 料理長こだわりの特別会席
接待や家族との記念日など、特別なひとときにご利用ください。

数寄屋造りの店内でしっとりとミニ会席で贅沢ランチ。

お一人様（料理のみ）

お一人様（料理のみ）

￥6,000

￥8,000

季節の旬を味わえる彩り豊かな会席でご会食にもおすすめ。

隨縁御膳（全7品）

会席 「葵」（全8品）

お一人様（料理のみ）

お一人様（料理のみ）￥12,000

￥10,000

上質で厳選された食材を使った本格会席コース。

会席 「蔵」（全8品）

料理長特選会席（全9品）

ランチ ディナー

ランチ ディナー

ランチ ディナー

ランチ ディナー

「藍（あい）」 

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～9/30（月）

食後のコーヒープレゼント

・ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方 もしくは 
・本ガイドご持参の方限定

平日ランチ   特別クーポン隨縁亭

■ ご予約・お問い合わせ

平日ランチ    コース限定特別クーポンエスカーレ
個室のご案内

5名様以上のご利用で無料！

通常プランにプラス¥2,000で飲み放題 個室のご案内

［通常￥8,000］
［通常￥10,000］

6名様以上のご利用で無料！お食事会・グループでのご利用や各種お祝いに。

お食事会・グループでのご利用や各種お祝いに。・ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方 もしくは 
・本ガイドご持参の方限定

天窓から降りそそぐ陽光に
包まれながら
特別なランチタイムを。

ディナー特別メニュー

ご友人との会食や
記念日に
目の前に広がる美しい
眺望も楽しめる
スペシャルディナー。

ランチ

ディナー

スパ・トリニテでも
ギフト券を承ります。

〈 詳細はスタッフにお問い合せください 〉

穏やかな時間を過ごせる露天風呂。

地下1,050mから汲み上げた天然温泉でリラックス。

フカヒレや北京ダックなど、
豪華食材を使用した特別コース。

※3日前までの要予約。

結納・顔合わせプラン

お得な入浴回数券

毎月　   日

〈有効期限：発行日より6ヶ月〉※ご本人様以外でもご利用いただけます。

6枚綴
り ¥11,400 ¥1,900回あたり1￥17,700［通常料金］

ソフトドリンク券6枚付 ソフトドリンク券3枚付

季節感を取り入れた本格中国料理 疲れた身体に癒しの天然温泉＆エステ16F

TEL 06-6944-7476
■ ご予約・お問い合わせ ［定休日／月曜日］

・「天山」 10～20名様

2F

￥2,500以上の
コースご利用で

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～9/27（金）

食後のコーヒープレゼント

通常プランにプラス¥2,000で飲み放題 営業時間／11：00～22：30 
　　　　　最終受付22：00（LO21：30）　
エステティック・ボディケア・あかすり
　　　　／11：00～22：00（受付終了21：00）

TEL 06-6944-7292
■ ご予約・お問い合わせ

［定休日／第1火曜日
（ただし、祝日の場合は翌週の火曜日）］

※前日までの要予約。ご入浴のみは予約不要です。※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。※メニュー内容を一部変更する場合が
ございます。※スパ内にはバスタオルやアメニティー（シャンプー、リンス、ボディソープ等）完備ですので、手ぶらでお越しいただけます。※写真はイメージです。

回数券ご購入は
この日がお得！

コース仕立てで楽しむ
中国料理

ご家族・ご友人とご一緒にスパ特別プラン 日にちや時間を選んでお得にスパお得情報

今月は9/1（日）
お一人様（ご入浴）

￥2,200 ￥1,000お二人様（ご入浴）
［通常料金］

［通常料金］

ビール or ソフトドリンク1杯プレゼント

ふろ

お一人様￥10,000 夫婦の日プラン 家族の日プラン
毎月第1日曜日限定22日限定

26

ふうふ

毎月

女子会プランは+￥1,500でフリードリンク付に変更できます。

回数券は土・日・祝日も
ご利用いただけます。

￥4,130お一人様

女子会プラン
天然温泉入浴　  隨縁亭「旬彩御膳」
　コーヒー　 デザート付

特別
企画

￥2,950
￥5,900

￥3,300￥4,700お一人様［通常料金］

前菜～デザートまでのおすすめコース　 乾杯用ドリンク　 コーヒー付

料理長おすすめコース　 フリードリンク付

ランチは嬉しいコーヒー付き！ 本格中国料理で女子会を。

￥500で男性の方もご利用いただけます

〈ご希望の方に〉
天然温泉ご入浴割引券進呈

♨

￥7,500 ￥4,800お一人様［通常料金］
ランチ

ランチ

ディナー￥6,650お一人様

ランチ￥4,150お一人様

今月の
おすすめ

※お食事はスパ個室にて。※隨縁亭定休日の水曜日はご利用いただけません。
※ご予約は4～10名様で承ります。個室2時間無料。※3日前までの要予約。

※3名様～のご利用となります。

※5名様～のご利用となります。

〈限定プラン〉スパ・キュイジーヌ

スパプラン
天然温泉ご入浴　 各レストランコース料理

ディナー￥12,450お一人様

ランチ￥9,950お一人様

※対象レストランは「隨縁亭」、「エスカーレ」、「彩雲」の3レストラン。※前日19時までの要予約。※レストランが定休日の場合はご利用いただけません。詳しくはWEBをご覧ください。

天然温泉ご入浴　 選べるエステ　 各レストランコース料理

湯上りプラン
天然温泉ご入浴　 1ドリンク（アルコール含む） 天然温泉ご入浴　 1ドリンク（アルコール含む）

￥2,150お一人様

アフター５プラン

￥2,250お一人様￥3,050お一人様

レディースプラン
天然温泉ご入浴　 いちごみるく

17：00～20：00お好きな時間に

お好きな時間に

毎週開催

￥2,550お一人様

女性限 定ライトミールプラン
天然温泉ご入浴　 パスタ

スパ&エステプラン

〈平日限定〉お得なご入浴プラン

レストランのコース料理とスパご入浴やエステがセットになったお得プラン。

毎月10・20・30日

平日ランチ    コース限定特別クーポン彩雲
・ご予約の際にクーポン利用とお申し付けいただいた方 もしくは 
・本ガイドご持参の方限定

毎週水曜日 「レディース・デー」 毎週木曜日 「メンズ・デー」

個室のご案内

10名様以上のご利用で無料！［通常￥8,000］
お食事会・グループでのご利用や各種お祝いに。

通常ご入浴　お一人様 ￥2,950

夏休みのご利用にもおすすめ！
ご予約はお早めにどうぞ。

※事前の要予約。※10/31（木）までの限定プランです。
※食材の入荷状況により内容が変更になる場合があります。

￥3,300お一人様

￥4,900お一人様

コース（6品） 　飲茶10種食べ放題

コース（6品） 　飲茶10種食べ放題

料理（4品） 　飲茶10種食べ放題 ￥1,500お一人様

2~10名様まで

10歳以下のお子様

ランチ

ランチ

ディナー

ランチ ディナー

グループや
ファミリーに
おすすめ

女性やお子様にはパンダマンも!
（1個350円・別途販売）

通常¥2,950（お一人様）のところ、特別料金¥1,500でご利用いただけるお得なプラン！

￥1,500女性：お一人様 ￥2,950 ￥1,500男性：お一人様 ￥2,950

ご入浴お得DAYスパ・トリニテ
バスローブ付き！

タオルも無料でお貸し出し！
手ぶらでご利用
いただけます。

窓側席
確約

開業14周年を記念してメニューがグレードアップ

￥ 4 0 0で小菓子+コーヒーおかわり

お一人様
（料理のみ）￥10,000 ディナー

贅沢食材を使用したシェフ
おまかせ特別フルコース。

Le Rivage（リヴァージュ）
お一人様
（料理のみ）￥7,000 ディナー

お一人様
（料理のみ）￥5,000 ディナー

接待や特別な日のお食事に
おすすめ。

フルコースをリーズナブルな
価格で楽しめます。

Le Soir（ソワール）

※いずれか1コース。 
※アロマ以外は男性もご利用いただけます。

・あかすり（50分）・ボディケア（60分）・アロマ（40分）

￥8,950 ￥7,950お一人様［通常料金］
※土日祝は￥8,950となります。

至福のひと時
プラン

自分へのご褒美にも！
平日特典

9 / 1 3（金）までの限定メニュー

開業14周年を記念して９／１４（土）～新メニュー登場！
〈 料 理 長 厳 選の食 材がグレードアップ 〉

Creation（クレアシオン）

‘

特別なご会食におすすめランチ

おすすめディナー

ランチ

ディナー

健康・美食・ヘルシーなコース料理で
スペシャルなひとときを

￥7,900お一人様
（料理のみ）

お一人様
（料理のみ）

お一人様
（料理のみ）

お一人様
（料理のみ）

ご友人同士でお手軽に楽しめる
全７品コースがグレードアップ！

￥3,000

蓮花（レンファ）

ランチ

女性に人気！全６品の平日限定
季節のランチコース。

天藍（テンラン）

￥2,500 ランチ

フカヒレなどの食材が
堪能できる贅沢コース。

口福（コウフク）
前菜からデザートまで全８品の
料理長おすすめ本格中華コース。

彩虹（サイフォン）

￥5,900 ディナー

お一人様（料理のみ）

￥4,500 ディナー
月亮（ユーリョン）
季節のこだわり食材をふんだんに使った全７品のコース。

9月おすすめプラン
WEBはコチラ

※表示料金はいずれもお一人様料金、税・サービス料が含まれています。
※仕入状況によりメニュー内容を一部変更する場合がございます。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し付けくださいませ。
※当ホテルで使用しているお米は全て国産米です。 ※写真はイメージです。
※個室のご利用は土日祝は大変混み合いますのでお早めにご予約ください。
　ご予算に応じてご用意しております。（前日までの要予約）

LUNCH／11: 30～14 :30 （LO 14 :00）
DINNER／17 : 00～21: 30 （LO 20 :30）

レストラン営業時間

TEL 06-6944-7470店舗の電話が繋がりにくい場合は
こちらからもお問い合わせ・ご予約を▶
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