Season Letter 9-10

1F

HOTEL PLAZA OSAKA

秋のレストラングルメフェア

ブッフェダイニング
「クリスタル」TEL.06-6303-1033（直通）

ランチバイキング ■ OPEN 11:30〜14:30（L/O14:00）

1F

熟成肉 ビーフステーキ&無農薬野菜バイキング

〜香り豊かな旬の松茸を使った特撰コース〜
秋のグルメフェア
お一人様 ¥7,128
（税サ込） 前売りチケット
お一人様 ¥5,500
（税サ込）

成肉を使ったビーフステーキをお楽しみいただける大人気のランチバイキングです。

時間無制限
無農薬野菜コーナー

平日料金

ライブクッキングコーナー

●

男

性…¥1,500

●

男

性…¥1,700

温製料理各種

●

女

性…¥1,300

●

女

性…¥1,500

●

小学生……¥900

●

小学生…¥1,000

●

幼児（4歳以上）…¥600

●

幼児（4歳以上）…¥600

・熊本野菜のチョップドサラダ
●

（熟成肉ビーフステーキ）
●

（魚料理・肉料理・スープ・カレーなど）

冷製料理各種
●デザー
ト各種
●ソフ
トドリンク
●

土日祝料金

ランチブッフェパーティー

OPEN 11:00〜14:00
17:00〜21:30（L/O21:00）
TEL.06-6303-1010（直通）

「季彩晩餐」

熊本県の無農薬野菜を全国に広げる、
「土のめぐみ」さんの無農薬野菜や、自家製熟

●

中国料理「大湖苑」

「土のめぐみ」代表 土田賢一さん

●

性…¥3,000

女

性…¥2,800

土日祝料金
●

男

性…¥3,200

●

女

性…¥3,000

OPEN 11:30〜14:00
17:00〜21:30（L/O21:00）
TEL.06-6301-6133（直通）

和食「花伝」

「秋あかね懐石」

〜秋の味覚極まる特撰懐石〜
秋のグルメフェア
お一人様 ¥7,128
（税サ込） 前売りチケット
お一人様 ¥5,500
（税サ込）
秋の旬の味覚、松茸や紅葉鯛、秋刀魚、

柚子胡椒炒めをはじめ、秋の味覚の数々や、ピリ辛絶品の

熱々炊き立てのきのこ土鍋ご飯など、

四川式海鮮おこげなどをご堪能ください。

季節を感じる懐石料理をご用意いたしました。
前八寸（菊花見立烏賊寿
司/手長海老磯焼/

バラエティ豊富なブッフェメニュー

子 持ち鮎 / 柿べ甲 玉 子 /
揚げ銀杏/いが栗/いちょう

Frereink
D

丸 十 / 零 余 子 石 垣 寄せ/
紅 葉チップ ）/ 中 千 代 口
（アーモンド豆腐/いくら）/

前菜5種類盛合せ/天然

土瓶蒸し
（松茸/鱧/海老

海老の柚子胡椒炒め/

ほか）/造里（紅葉鯛重ね

蝦夷鮑と蟹肉の秋野菜餡

造里/間八菊花巻/あしら

かけ/フカヒレスープ パイ

平日料金

男

3F

期間：2018年10月1日(月)〜11月30日(金)

秋のフェアメニューは、さわやかな香りを楽しむ天然海老の

ランチタイムにバイキングで気軽にお洒落なパーティーを楽しめるプランをご用意いたしました！
！

●

※前売りチケット販売期間：2018年9月1日
（土）〜9月30日
（日）
※前売りチケットはプラザグルメカード対象外商品です。

い一式）/煮物/焼物・杉板

包み仕立て/国産牛ロース

焼き
（熟成肉/秋刀魚他）/

肉の木の実ソース/四川式

留椀/土鍋炊き立てきのこ

海鮮おこげ/デザート盛り

【メニュー】通常のバイキングメニューをお楽しみ

ご飯/香物/水物

合わせ

ください
【フリードリンクメニュー】アサヒスーパードライ・

9月おすすめメニュー

アサヒドライブラック・ワイン（赤・白）
・焼酎（芋・
麦）
・ウイスキー・日本酒・サングリア・各種サワー・
ソフトドリンク各種
※除外日：1月1日〜3日・その他イベント開催時
※6名様以上要予約！
！

※写真はイメージです。

ディナーバイキング ■ OPEN 17:30〜21:30（L/O21：00）

金土日曜日は120分間制です。

期間：2018年9月1日(土)〜10月21日(日)
期間：
2018年9月1日(土)〜10月21日(日)

！」
『オクトーバーフェスト』
「秋の収穫祭＆ビールの祭典！
まだまだ残暑が残るこの季節。美味しいビールを思う

1F 中国料理「大湖苑」

OPEN 11:00〜14:00
17:00〜21:30（L/O21:00）
TEL.06-6303-1010（直通）

「季彩晩餐」

お一人様

〜早秋の宴 甜苦辣咸の山海コース〜

¥7,128（税サ込）

高級食材のフカヒレを使ったスープをはじめ、天然海老の雲丹ソース炒めや国産牛の
山椒ソースかけなど、暑さの残る季節に爽やかな味わいをお楽しみ頂けます。

存分に楽しめる、
オクトーバーフェストを開催致します！
！

OPEN 11:30〜14:00
17:00〜21:30（L/O21:00）
TEL.06-6301-6133（直通）

3F 和食「花伝」

「花のれん」

お一人様

〜カウンター限定特別天ぷらコース〜

料理長が厳選した旬の高級食材に絶妙なアレンジを
加えたここでしか味わえない究極の天ぷらコースです。

期間：2018年
9月1日(土)〜9月30日(日)

ビールをお好きなだけお楽しみ頂きながら、相性抜群の
オクトーバーフェストならではのメニューの数々をぜひ

¥9,504（税サ込）

先附 ：贅沢寿司
（和牛・雲丹・いくら・
トリュフ・山葵・金箔）

ご堪能ください！
！

天麩羅 ：車海老・鱧からすみまぶし/
雲丹大葉包み/
蟹 和風ホワイトソース/
鹿児島県産黒毛和牛薩摩黒牛/

前菜5種類盛合せ/山芋入りフカヒレスープ/

〈温製料理〉
ソーセージ盛り合わせ/アイスバイン/

お好きな季節の厳選野菜

天 然 海 老 の 雲 丹ソース炒め/ 蝦 夷 鮑 の

ウインナーシュニッツェル 焼きリンゴ添え/ジャーマンポテト/

食事 ：かき揚げ丼、天茶、焼きおにぎ

葱蒜ソース蒸し/国産牛ロース肉の山椒

ハンバーグ デミグラスソース/ベルリン風肉団子のサワークリーム煮/ヘーンデル/

り茶漬けから1品/香の物

ソース掛け/鶏肉入りあっさり汁そば または

ヌイユソテー アラシノワ/プーレフリット/サーモンと茸のポワレ トマトソース

麻婆豆腐/デザート盛り合わせ

〈冷製料理〉
チョップドサラダ/アサリとクレソン じゃが芋のサラダ/

※季節の旬の食材を使いますのでメニュー内容は変更になる場合もございます。

クスクスとビーツ、
クリームチーズのマリネ アップルビネガー風味/赤シュークルートとドライサラミ/

〈ライブコーナー〉
自家製熟成牛肉ステーキ
（柚子胡椒、和風ソース、粒マスタード）
&ソーセージのカッティングサービス

期間
限定

期間：2018年10月22日(月)〜10月31日(水)

見た目も楽しく美味しい、インスタ映えメニューを
お楽しみいただけるハロウィンバイキングを
期間限定で開催いたします！
！

●

ホテル内各レストランにて、柔らかくて旨味、ジューシーな自家製熟成肉を使ったメニューが始まりました！
！

和食
「花伝」

中国料理
「大湖苑」

熟成肉ひと口牛カツ御膳

シェフ特製熟成肉ランチ

お一人様

お一人様

¥1,300（税サ込）

〈ハロウィンバイキングのスペシャルメニュー〉
エスカルゴのブルゴーニュ風

●

平日限定

¥1,400（税サ込）

カフェ
「コルディアル」

パンプキンスープ

●

スパゲティナポリタン

●
●

鶏のスパイス焼き バルサミコ風味

男性…¥4,000 ●女性…¥3,800 ●中高生…¥2,800 ●小学生…¥1,800 ●幼児（4歳以上）…¥600
※上記料金は全て税込です。 ※写真はイメージです。

熟成肉牛ステーキ御膳

熟成肉ビフカツサンドイッチ

お一人様

お一人様

¥1,300（税サ込）

¥1,663（税サ込）

期間限定 バー

カクテル

19F

「ルポン」

10月1日(月)〜11月30日(金)
OPEN 17:00〜24:00（L/O23:00）
TEL.06-6303-1043（直通）

紅陽

¥1,425（税サ込）

モンブランカクテル

¥1,425（税サ込）

秋を代表するスイーツを
カクテルに仕上げました︒

ホテルプラザオーサカでは、

期間：2018年8月1日(水)〜

ぜひご賞味ください！
！

ハロウィンバイキング

街中が盛り上がりを見せるこの季節。

自家製熟成肉スペシャルメニュー登場

実りの秋と紅葉をイメージしたスパークリングカクテルです︒

秋刀魚のオニオンマリネ/鱧と松茸のゼリー寄せ 酢橘ドレッシング添え/サンドウィッチ/カプレーゼ/枝豆/
ワッフル/フレッシュフルーツ/ソフトクリーム/チョコレートファウンテン/プラザ名物ジャンボプリン

水物 ：季節のデザート

