
※写真はすべてイメージです。※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。

￥30,000 二段重
（2～3名様盛）

ホテルオリジナル・クリスマスケーキでご家族・ご友人と、
楽しいひとときを♪

5号 ：直径15cm（税込）￥3,700

Mousse de Framboise
木苺のムース

15cm×15cm（税込）￥3,500
チョコレート生地の軽い仕上げの木
苺ムースを重ねた味わいたっぷりの
ケーキ

お一人様 ￥6,500 ~

新年を祝うのにふさわしい

厳選した旬の食材を使用した会席料理です。

ランチ

￥8,500 ~お一人様ディナー

お一人様 ￥3,000 子供膳

お一人様 ￥5,000 ~ランチ

お一人様 ￥6,500 ~ディナー

お子様プレート お一人様 ￥1,800 

お一人様 ￥6,500 ~ランチ

お一人様 ￥8,500 ~ディナー

お一人様 ￥3,800 子供メニュー
※品数などはお問い合わせください。

※ランチもご利用可能です。

※各レストラン、1/4（土）より通常営業となります。

軽めのクリームであっさり味、イチゴ
酸味とスポンジ生地のしっとり感が
重なり合った“定番ショートケーキ”

料理長こだわりの特別おせちで
新年をお迎えください

15F

12/31(火)12/30(月) 1/1(水・祝) 1/2(木) 1/3(金) 1/4(土)
ランチ：通常営業
ディナー：お正月プラン

ランチ：通常営業
ディナー：お正月プラン

お正月プラン定休日定休日

お正月プラン

お正月プラン 通常営業

通常営業

通常営業

通常営業

定休日

日本料理 隨縁亭 （15F）
中国料理 彩雲 （2F）

フランス料理 エスカーレ （15F）

年末年始営業のご案内

12/3 1 (火 )ディナー～1 /3 (金 )

新年のお集まりに彩り鮮やかな

フランス料理をご堪能ください。

1 / 1 (水・祝 )～ 1 /3 (金 )

本格広東料理でにぎやかな

新年のひとときをお楽しみください。

12/3 1 (火 )ディナー～1 /3 (金 )

15F 2F

￥50,000 三段重
（4～5名様盛）

〈 最終受付 〉
12月17日（火）

お引渡しのご案内
２Ｆ「彩雲」にて、12/21土～25水にお引渡しとなります。
［お引き取り時間は14：00～17：00までとなっております。］
※配送は承っておりません。※詳細はお問い合わせください。

家族や大切な人と過ごす、心温まる特別な時間。

ホテルモントレ ラ・スール大阪がお届けする 
レストラン&スパガイド

※ご予約・お問い合わせは各レストランまでお願いします。※写真はすべてイメージです。※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。

毎月発行 vol.48

期間：12/1（日）～2020.1/31（金）

各レストラン コース料理 　フリードリンク付

〈プラン限定〉予約特典あり日本料理 隨縁亭

フランス料理 エスカーレ

中国料理 彩雲 ￥6,000~
お一人様 ※個室は先着順となりますので

ご予約は、お早めに。

ご予約
受付中
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忘年会・新年会グループプラン

●JR大阪環状線「京橋駅」西口よりOBP連絡通路にて徒歩5分
●京阪電車「京橋駅」片町口よりOBP連絡通路にて徒歩5分
●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」4番出口より徒歩5分
※お車の際、正面玄関から駐車場へお進みください。

〒540-0001 
大阪市中央区城見2丁目2番22号

FAX 06-6944-7198
（代表）TEL 06-6944-7111

交通のご案内

スマートフォンからも24時間ご予約・お問い合わせ受付中! ホテルサイトはこちら▶

公式HPにも掲載しております。TOPページ下のバナーからご覧ください。
レストラン＆スパガイドは毎月発行

●ご自宅へ郵送いたします。下記メールアドレスへお名前・ご住所・電話番号・
ガイド送付希望とご記入の上、ご送信ください。　※ご友人への郵送も可能です。
　  laosa.restsvc@hotelmonterey.co.jp（レストラン代表）

レストランInstagram
ページはこちら▶▶▶
ぜひフォロー・いいね
お願いします!

特別プラン&イベント情報 ご家族・グループでホテルレストランへ！ ご予約受付中

●旬の情報やプレゼント情報を掲載
●会員限定クーポンでお得なサービス
●定期的なメールマガジンの配信

会員登録
年会費は
無料！

WEBメンバーになるとお得な情報を毎月配信！

特別キャンペーンプランを受けられる方で
ご希望の方は天然温泉が¥1,300（通常¥3,000）でご入浴いただけます。

12月の
特別キャンペーン16 F

ボディ
ケア

エステ

※あかすりは事前のご入浴が必要となります。（通常￥3,000→￥1,300で天然温泉をご利用いただけます。）

※温リフレクソロジーが不要の場合はボディケア60分のみで
　ご利用いただけます。

あか
すり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

筋膜ボディセラピー90分 ￥10,200￥12,000お一人様
 ［通常料金］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

選べるボディケアで心身共にリフレッシュ！

あかすり30分

スッキリボディケア40分+温リフレクソロジー20分
￥6,800お一人様

 ［通常料金］

筋膜リリース

お試しフォトフェイシャル50分

￥7,000￥9,600お一人様
 ［通常料金］

￥16,300￥20,000お一人様
 ［通常料金］

￥10,200￥13,900お一人様
 ［通常料金］

キャンドルアロマ40分 ￥6,800￥8,280お一人様
 ［通常料金］

ペアキャンドルアロマ40分 ￥12,000￥16,560お二人様
 ［通常料金］

❶筋膜40分コース

❷筋膜90分コース

通常お一人様6,800円がお二人様だと一人あたり6,000円とお得に

線維芽細胞から若返らせ、お肌のお悩みにオールマイティに対応！
効果的な光フォトがお試し価格で登場です！

あかすりオプション￥500均一
･10分延長  ・かかと角質ケア  ・シャンプー  ・フェイシャル

〔あかすり単品メニュー追加もＯＫ〕

クレンジング・ゴマージュ・光フォト照射・炭酸パック・お仕上げ

今すぐ
登録！

その他にも会員限定プランやキャンペーン
などの情報をお届けします。
ぜひ、クラブモントレに
ご登録ください。

ク ラ ブ モ ントレ
会員募集中

年末年始はホテルで特別な時間を

お正月プラン 個室はランチ・
ディナーともに
¥8,000～
となります

※献立表、祝箸が含まれております。※要予約。詳しくはWEBをご覧ください。
※期間内でも限定数に達した場合、締切とさせていただきます。
※表示料金は税込価格となります。※12月31日に「隨縁亭」店頭でのお引渡し
　（10：00～20：00）となります。配送は承っておりません。

ご案内

クリスマスケーキ& おせちのご案内

限定
20セット

限定
20セット

Gateau de Noel
ショートケーキ

Tarte aux Maron
マロンタルト

6号 ：直径18cm（税込）￥3,800
アーモンドクリームを敷き詰めて焼き上げた
タルトにマロン・カスタードクリームを積み
重ね、マロンクリームたっぷりの“モンブラン
風”仕上げケーキ

ご予約受付中

※詳細は各店舗にお問い合わせ、または裏面・WEBをご覧ください。

年末年始 お正月特別プランをご用意！
ご家族・ご友人とのお集まりにぜひご利用ください。

疲れた身体に癒しの天然温泉＆エステ16F

※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。

※年末年始のプラン実施はお問い合わせください。

毎週開催

毎週水曜日 「レディース・デー」 毎週木曜日 「メンズ・デー」

通常¥3,000（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 ￥3,000 ￥1,500男性：お一人様 ￥3,000

ご入浴お得DA Yスパ・トリニテ

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 ¥11,700 ¥1,950回あたり1￥18,000［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

回数券ご購入は
この日がお得！

日にちや時間を選んでお得にスパお得情報

ふろ
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回数券は土・日・祝日も
ご利用いただけます。

毎月10・20・30日

今月は12/1（日）

お二人様（ご入浴） お一人様（ご入浴）

夫婦の日プラン 家族の日プラン

22日限定
ふうふ

毎月

￥1,000
［通常料金］

￥3,000
［通常料金］

￥2,200￥6,000
※3名様～のご利用となります。 ご入浴ご利用でバスローブの貸し出しをご希望の方は、お一人様¥350（税込）でご利用頂けます。

期 間
12/1（日）～2020.1/31（金）まで忘年会・新年会プラン

※2日前までの要予約。
※￥7,000プランは月～木のみとなります。
※個室は5名様～のご利用となります。［個室4室］

￥7,000 /￥9,000/￥11,000お一人様

［フリードリンク　　  ］
瓶ビール・ノンアルコールビール・焼酎・日本酒・ワイン(赤・白)・ハイボール
烏龍茶・オレンジジュース

9種

※2日前までの要予約。
※￥6,500プランは月～木のみとなります。
※個室は6名様～のご利用となります。［個室1室］

￥6,500 /￥8,000/￥10,000お一人様

［フリードリンク　　  ］
瓶ビール・ノンアルコールビール・ワイン(赤・白)・ウィスキー・カクテル2種類
烏龍茶・オレンジジュース

9種

※2日前までの要予約
※￥6,000プランは月～木のみとなります。。
※個室は10名様～のご利用となります。［個室1室］

￥6,000 /￥8,000/￥10,000お一人様

［フリードリンク　　  ］
瓶ビール・ノンアルコールビール・紹興酒・焼酎(麦・芋)・ワイン(赤・白)
烏龍茶・オレンジジュース

9種

日本料理 隨縁亭（15F） フランス料理 エスカーレ（15F） 中国料理 彩雲（2F）

飲み放題フリードリンク付
ご宴会プラン

営業時間／11：00～22：30 最終受付22：00
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）］

〈平日限定〉お得なご入浴プランもあります。

今月の
おすすめ

〈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￥12,700
お一人様

ランチ￥10,500
お一人様

ディナー￥6,700
お一人様

ランチ￥4,500
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
スパ&エステプラン

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。

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。

地下1,050mから汲み上げた天然温泉でリラックス。
通常ご入浴　お一人様 ￥3,000 穏やかな時間を過ごせる

露天風呂。

ランチ＆
ディナー

15F

ご家族・ご友人とご一緒に

￥4,200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・紅茶付

￥4,000￥4,800お一人様
 ［通常料金］



「萌葱（もえぎ）」

ランチ定番メニュー

大阪市街の景色を眺めながら
楽しむ優雅なランチ。

窓側席確約プラン 窓側席確約プラン

陽光降り注ぐ空間でランチ

メインは魚または肉料理が
セレクトできます。

Gentil（ジャンティ）

スクリーン
アニバーサリー
プランAnniversary

「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

国産牛フィレ肉やオマール海老
など贅沢食材を使用したシェフ
おまかせ特別フルコース。

￥5,000・￥7,000のコースもご用意しております。

ご友人との会食や記念日にディナー定番メニュー

素敵な夜景とともにフルコース
料理が楽しめる特別プラン。

￥2,100・￥4,300のコースもご用意しております。

特別
企画
ご友人や同僚などのお集まりやミニ同窓会にもぜひ。

￥4,500 ランチ￥3,000お一人様
［通常料金］

アミューズ・パスタ付コース（全6品）　  1ドリンク
      食後のコーヒー（おかわりOK）付

ディナー￥7,500 ￥4,500お一人様
［通常料金］

※フリードリンク：スパークリングワイン・ワイン（赤・白）・ノンアルコールカクテル2種・
　オレンジジュース・烏龍茶

天然温泉ご入浴
割引券進呈 ♨

景 色とともに愉しむフランス料 理15F

季 節 感を取り入れた本 格中国 料 理2F

■ ご予約・お問い合わせ
［定休日／12/30（月）  ・31（火）のみ］

※12/21（土）・22（日） は
　 Xmasディナーのみ営業

TEL 06-6944-7476■ ご予約・お問い合わせ
［定休日／12/2（月）のみ］

（クレアシオン）

￥4 0 0で小菓子+コーヒーおかわり

ハーフコース　  デザート付

Creation

‘

フルコース（全6品）　 1ドリンク付

お一人様
（料理のみ）￥2,900 ランチ

ディナーお一人様
（料理のみ）￥10,000

お一人様￥9,000

フルコース（全6品）
　  乾杯用スパークリング付

フルコース（全10品）

魚＆肉のフルコース（全6品）　  フリードリンク付

ディナー

四 季の味わいと彩り感じる日本 料 理15F
TEL 06-6944-7480■ ご予約・お問い合わせ

［定休日／12/4（水）のみ］

※プランにより料理内容が異なります。

ディナー
ディナー

フルコース
　 乾杯用スパークリング
　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）
※5日前までの要予約。

ランチお一人様￥5,500

ランチ特別メニュー 旬の食材を料理長の技で 料理長こだわりの特別会席ディナー特別メニュー

窓側席
確約

受付時間  11：00～20：30

受付時間  11：00～20：30

受付時間  11：00～20：30

TEL 06-6944-7481

特別
企画

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。
京都のおばんざいのように少しずついろんな料理が
楽しめる！ 女性向けのプレートランチです。

￥500で男性の方もご利用いただけます

天然温泉ご入浴
割引券進呈 ♨

※5名様～のご利用となります。

￥4,600 ランチ￥3,300お一人様
［通常料金］

￥7,500 ランチ￥4,800お一人様
［通常料金］

New
数量限定

プレートランチ
　 本日のミニデザート4種　 コーヒー付

※前日までの要予約。

お一人様

ランチ￥2,000
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

コース仕立てで楽しむ中国料理特別なご会食に

おすすめランチ

おすすめディナー

健康・美食・ヘルシーな
コース料理で
特別なひとときを

シーンに合わせてお選びいただける豊富なコース料理

口福（コウフク）彩虹（サイフォン）

お一人様
（料理のみ）

ランチ￥2,500 お一人様
（料理のみ）

ランチ￥3,000

ディナーお一人様
（料理のみ）￥4,500 ランチ ディナー

お一人様
（料理のみ）￥8,000

ランチ ディナー
お一人様
（料理のみ）￥10,000

ディナーお一人様
（料理のみ）￥6,000

前菜～デザートまでのコース（全8品）

前菜～デザートまでのコース
　　　　　　      （全7品）

前菜5種盛～デザートまでの
コース（全8品）

前菜6種盛～デザートまでの
コース（全8品）

月亮（ユーリョン）
季節の食材を使った
全７品のこだわりコース。

前菜からデザートまで
全８品の本格中華コース。

フカヒレなど堪能できる
贅沢コース。

蓮花（レンファ）天藍（テンラン）

前菜～デザートまでの
コース（全6品）

前菜～デザートまでの
コース（全7品）

女性に人気！全６品の平日
限定季節のランチコース。

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！

・「プレジール」 6～30名様

個室のご案内

6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。

通常プランに
プラス¥2,000で
飲み放題

・「天山」 10～20名様

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。

「藍（あい）」 

・「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

個室のご案内

5名様以上のご利用で無料！［通常￥10,000］
お食事会・グループでのご利用や各種お祝いに。通常プランに

プラス¥2,000で
飲み放題

いろどり御膳

お一人様
（料理のみ）￥4,500
太閤膳（全7品）

ランチ

お一人様
（料理のみ）￥3,000 ランチ

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。

上質で厳選された食材を
使った本格会席コース。

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

お一人様
（料理のみ）￥6,500

メインは牛肉お吸物・お
造りがついたミニ季節
会席。ランチ・ディナー
どちらでも。

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。

お一人様
（料理のみ）￥8,500
天守（全8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）￥12,500
雅（全9品）

ディナー

ご家族やグループで、お鍋であたたかいひとときを。

※11/1（金）～2020/3/31（火）の期間限定プランです。

お鍋プラン ランチ ディナー今月の
おすすめ 個室でゆったりご友人やご家族とお楽しみ

いただける特別プランが登場しました。

個室3時間プレミアムプラン今月の
おすすめ

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）

￥6,000

￥10,000

￥8,000

￥10,000

寄せ鍋 海鮮寄せ鍋

蟹すき てっちり
※4名様～のご利用となります。

コース料理（全8品）
　 フリードリンク付

ランチ ディナーお一人様￥8,500

ビール・ノンアルコールビール
スパークリングワイン・ハイボール
焼酎（芋・麦）・日本酒・ワイン（赤・白）
ソフトドリンク3種

・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

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～12/30（月） 

食後のコーヒープレゼント平日ランチ

隨縁亭

コース限定
特別クーポン

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～12/27（金）

・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
￥4,300の
コースご利用で 4名様まで1ドリンクサービス

エスカーレ
平日ランチ
コース限定
特別クーポン

・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

※平日限定・他特典・割引との併用不可 ※有効期限：～12/30（月）

平日ランチ

彩雲

コース限定
特別クーポン

￥2,500以上の
コースご利用で食後のコーヒープレゼント

※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）
※12/31（火）～1/3（金）は全ての通常プランを対象外とさせていただきます。※年末年始はご利用できないプランもございます。

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 -747012月おすすめプラン




