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クリスマスバイキング&イリュージョンマジックショー

細川たかし
クリスマスディナーショー

［パフォーマー］ルミエル デュ ソレイユ日本を代表するNo.1女性イリュージョングループ！
［ゲスト］TOKI/魅惑の魔術師-京次郎

今年もホテルプラザオーサカで魅惑のイリュージョンマジックショーを開催いたし
ます。
クリスマスディナーバイキング＆フリードリンクと共にお楽しみください。
（土）
【日時】2018 年12月22日
第一部 〈受付開始〉15:15〜
〈ディナ ー〉16:00〜17:00

【日時】2018 年12月15日
（土）
第一部 〈受付開始〉16:00〜

〈シ ョ ー〉17:00〜18:00
第二部 〈受付開始〉18:15〜

〈ディナ ー〉16:30〜18:00

〈ディナ ー〉19:00〜20:00

〈シ ョ ー〉18:00〜19:00

〈シ ョ ー〉20:00〜21:00

第二部 〈受付開始〉19:00〜

【会場】1F 大宴会場「雅の間」

〈ディナ ー〉19:30〜21:00

【料金】
バイキング料理+フリードリンク

〈シ ョ ー〉21:00〜22:00

〈S席〉¥8,500（税込）
〈A席〉¥7,500（税込）中高生￥6,000（税込）小学生￥4,000

【会場】1F 大宴会場「雅の間」
【料金】S席

¥32,000（税込）A席 ¥30,000（税込）

（税込）4〜6歳¥2,000（税込）3歳以下の乳幼児は無料（大人1名様につき1名無料 追
加は￥1,000）

※上記料金にはお食事、
お飲み物（フリードリンク）、
税金・サービス料が含まれております。

※中高生・子供料金はS席A席とも同料金です。※料金にはサービス料・消費税が含まれております。

☎06-6303-1038（宴会予約）

☎06-6303-1038（宴会予約）

おせち料理

19F鉄板焼「逢坂」がリニューアルオープン！
！

毎年恒例のプラザオーサカ
「おせち料理」。
ホテル料理人がそれぞれ監修したスローフードの集大成がここに！

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し
上げます。
11月10日、19F鉄板焼「逢坂」は全面改装を
終えリニューアルオープンいたします。
より良いおもてなし、夜景をお楽しみいただ
けるほか、個室も新たに完成し、様々なシー
ンで利用頂けます。
ニューアル後の皆様のご来店をスタッフ一同、
心からお待ち申し上げます。

【申し込み開始】平成30 年10月1日より
【お届け】平成30 年12月31日

【料金】¥32,400（税込）
【詳細】

全4 5 品

和の重：伊勢海老・数の子・いくら醤油漬け
他14品
洋の重：あわびのマリネ・合鴨オレンジソース
他13品

【リニューアルオープン予定日】

中華の重：ふかひれ醤油煮・紅ずわい蟹肉

2018年11月10日（土）17:00〜23:00（L/O 22:00）

他11品
※遠方のご発送はご相談ください。
※プラザグルメカードポイント付与対象商品です。

☎06-6303-1038（宴会予約）

※詳細は、宴会予約にお問い合せください。
※上記予定日は変更となる場合がございます。
※画像は改装後イメージです。

ホテルプラザオーサカでは１日１組様限定だからこそ、
お２人のご希望どおり真心のこもったオンリーワンウェディングが実現可能です。

ママ友キッズパーティープラン

①淀川3区限定 地元婚プラン 30名 70 万円（〜2019年4月末）
10名 23 万円（〜2019年2月末）
②お急ぎ婚プラン

18階スーペリアスイートルーム
（115㎡）やカラオケルームで周りを気にせず小さな
お子様と一緒にお洒落なママ友パーティーを楽しめるプランが登場しました。
♥115㎡の広々スーペリアスイートルームをご用意！♥11〜16時の間で3時間ごゆっくりとご利用いただけます。
♥チーズフォンデュやパスタなどご用意。♥乾杯用スパークリングワインをご用意。
♥パーティーに嬉しいドリンク付き
（ワイン・ビール・ソフトドリンク各種）
♥DVDプレイヤーやキーズスペースをご用意（スイートルーム）
♥お飲み物の持ち込みも無料です。

【料金】大人￥3,000（1名様）

大人1名様につきお子様1名￥1,000（小学生・4〜6歳1名）
2人目以降￥1,500（全て税サ込）

※3歳以下のお子様は無料です。※大人4名様からご利用いただけます。※食べ放題・飲み放題メニューでは
ございません。※当日のキャンセルにつきましては大人1名様につき1,500円頂戴いたします。

☎06-6303-1033（コルディアル）

カード取扱店
会員
特典

【日時】2018 年11月25日
（日）12：00〜15：00
【飲料】
プティコース/コーヒー/ソフトドリンク
【料金】¥3,000（税サ込）
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◆お支払い金額の5％分をポイントとして付与いたします。
◆初回登録のボーナス特典として1000ポイントをプレゼントいたします。
◆貯まったポイントは取扱店にて1ポイント1円としてご利用になれます。
◆会員様へいち早くホテルのイベントなどお得な情報をメールで配信！

TEL.06-6303-1038（宴会予約直通）

徒歩５分
車で10分・電車で15分
車で10分・電車で10分

詳しくは各レストラン店舗まで

総客室数653室
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1F ブッフェダイニング
「クリスタル」 1F カフェ
「コルディアル」
1F 中国料理「大湖苑」 3F 和食「花伝」 19F 鉄板焼「逢坂」

☎06-6303-1038（宴会予約）

Access

☎06-6303-1038（ブライダルサロン）

プラザグルメカード

●阪急十三駅西口より
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伊予銀行

通
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ご利用金額に応じてポイントが貯まる
大変お得なカード！随時新規入会受付中。

【会場】19F「淀の間」

三井住友
銀行
北おおさか信金

（

※2018年12月末までにご来館・ご決定いただいた
挙式と披露宴を対象とし、総額により特典内容に変
更がございます。初来館までにキャンペーンをお申込
みいただいたカップル様が対象となり、来館後、決定
後のお申込みは対象外となります。

メンバーカード

当ホテルチーフアドバイザーを務める俳優の「勝呂誉」
の人柄が溢れる楽しいトークと、
ホテル自慢のお料理を
リーズナブルな価格でお楽しみいただけるリピーター続
出の大人気ランチトークショー。
ここだけの芸能裏話も
聞けるかも！
？

三菱UFJ銀行

【ご紹介特典】
結 婚 式 場をお探しのカップル様を当社
にご紹 介＆ご成 約キャンペーン! ! 先 着
10名様は「ご紹介者様に商品券最大10
万円 ※プレゼント!」

勝呂誉とランチDEトーク

俳優

☎06-6303-1038（宴会予約）

気軽にホテルウェディング

スイートルーム or カラオケルームで
周りを気にせずオシャレなママ会

事＆
お食 付き
ク
ドリン

プラザオーサカ シーズンレター

華やかに彩る味覚の饗宴

ホテルプラザオーサカ年末恒例のクリスマスディナーショー。のびやかな歌声と明るい
キャラクターで、
子供からお年寄りまで幅広い層のファンに支持され、
『NHK紅白歌合戦』
では連続出場、総回数ともに歴代4位という記録を持ち、今も昔も変わらぬ人気を集めて
いる
『細川たかし』
の歌声と、
ホテル自慢のクリスマスディナーをお愉しみください。

Season Letter

〒532-0025 大阪市淀川区新北野１丁目９番15号
URL▶https://plazaosaka.com

〜四川風、蟹と白子のピリ辛鍋〜

「季彩晩餐」

〜てっちりコース＆蟹すきコース〜

「冬の味覚」

