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スイスホテル南海大阪のクリスマスプロモーション
～スイスチョコレートでいっぱいのクリスマス♪～
OSAKA, 31 October 2013 – スイスホテル南海大阪（大阪市中央区）は 11 月 15 日(金)より、地上約 3
メートルの高さを誇るチョコレートツリーの展示、およびその他様々なクリスマスプロモーションを実施いたします。
期間限定ディナーのほか、スイス産チョコレートをふんだんに使用したクリスマス菓子、チョコレートをテーマにしたク
リスマス宿泊プランなど、スイスチョコレートを存分にお楽しみいただける、とっておきのクリスマスをご提供致します。
6F ロビー「チョコレートツリー」
スイスホテルのクリスマスは、なんといってもクッキーやチョコレートで飾り付けたホテルメイドのお
菓子で飾り付けられた「チョコレートツリー」が主役。全長約 3 メートル、重さ 150 キロのツリーが、
皆さまを甘い香りと共にお迎えします。
展示期間: 2013 年 11 月 15 日（金）～12 月 25 日（水）
「スイス チョコテル」 ステイ
スイスチョコレートフォンデュ付き、クリスマス限定宿泊プラン。10,000 円分の食事クレジット、
「スイス エグゼクティブ クラブ」ラウンジでのご朝食 2 名様分、11F「ピュロヴェル スパ＆スポー
ツ」のジム無料ご招待など、数々の特典をご用意いたしました。
スイス アドバンテージ ルーム 1 泊 1 室 26,750 円～(税込・サ込)
販売期間: 2013 年 11 月 1 日（金）～12 月 21 日（土） ご利用期間: 2013 年 12 月 1 日（日）～30 日（月）
TEL : 06-6646-1119
6F テイクアウトショップ「スイスグルメ」のクリスマス
ジンジャーブレッドハウス 2,500 円、スイスチョコレートツリー2,100 円、スイスチョコレートフォン
デュセット 1,450 円、クリスマスプディング 1,250 円(税込)のほか、約 20 種類のクリスマスア
イテムを販売いたします。
販売期間: 11 月 22 日(金)～12 月 31 日(火) TEL : 06-6646-1111(スイスグルメ)
クリスマス限定ケーキ
スイス チョコレート ログケーキ 3,750 円(税込)
クリスマス ケーキ（4 号） 2,900 円(税込)
予約期間 :11 月 1 日(金)～12 月 15 日(日) 販売期間 :12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)

ニューオープン！ 10F スポーツバー「ナンバー10」のクリスマス
今年 10 月 10 日に、ホテル開業 10 周年を記念しオープンしたばかりのスポーツバー「ナンバー10」。
初めてのクリスマスは、6 名以上から予約できる飲み放題付き、パーティープランがおすすめです！
プラン A 5,000 円 プラン B 6,000 円 プラン C 7,500 円(税込・サ別)
販売期間: ～2013 年 12 月 31 日 TEL : 06-6646-5126
クリスマス チャリティーコンサート
スイスホテル ホテルズ＆リゾーツは、世界 400 以上の地域で恵まれない子供たちに住居など
を提供する慈善事業「SOS チルドレンズ ビレッジズ」を支援しております。コンサートでは、日本
国際ボランティアセンター(JVC) の協力の下、海外より来日する 4 名のオペラ歌手がクリスマス
ソングをお届けし、「SOS チルドレンズ ビレッジズ」への募金を集めます。
開催日:2013 年 12 月 8 日（日）
15:00～16:00 6F ロビー／20:00～21:00 36F「タボラ 36」

<クリスマスディナー>
イタリアン レストラン＆スカイ バー「タボラ 36」 クリスマス セットメニュー 18,500 円(税込・サ別)
最上階、地上 147m からの夜景と共に味わう、イタリアンディナー。オマール海老やフォアグラ、
キノコの王様と呼ばれるポルチーニ茸など高級食材をふんだんに使った全 8 品。
販売期間 : 2013 年 12 月 23 日(祝)～25 日(水) TEL: 06-6646-5125
スペシャルコラボレーション クリスマス会席 日本料理「花暦」 13,000 円(税込・サ別)
和食料理長 池部 雅彦による逸品の数々と、総料理長 サイモン・A・フィッシャー渾身のメインディッシュをご堪能いただけ
ます。七面鳥と鶏肉のクリスマスサプライズ マディラソース、天婦羅、フォアグラ茶碗蒸しなど全 8 品。
販売期間 : 2013 年 12 月 21 日（土）～25 日（水） TEL:06-6646-5127
中国料理「エンプレスルーム」 クリスマス ペアディナー 2 名様 18,500 円(税込・サ別)
中国料理に「和」や「洋」のテイストを取り入れた、シェフ レオ特製の全 6 品の彩り豊かなペアディナー。
販売期間 : 2013 年 12 月 21 日（土）～25 日（水） TEL:06-6646-5129
クリスマス ペアディナー 鉄板焼「みなみ」 2 名様 ￥38,000(税込・サ別)
オマール海老と冬野菜のソテー、極上黒毛和牛フィレなど全を含む豪華な全 7 品コース。グラスシャンパン付。
販売期間 : 2013 年 12 月 21 日（土）～25 日（水） TEL:06-6646-5128
ワイン＆ダイン「シュン」 クリスマス ディナー 12,000 円(税込・サ別)
ホテルならではの創作串揚げを、本場スイスの味を再現したスイスチーズフォンデュなどでお楽しみいただける全 9 品セット。
販売期間 : 2013 年 12 月 20 日(金)～25 日(水) TEL:06-6646-5122
スイスホテル南海大阪（www.swissotel-osaka.co.jp）は、大阪で最も活気あふれる難波に位置し、ショッピング、娯楽、カルチャー、ビジネスの中心にご
ざいます。548 室のスイートルームを含む全客室から市街の素晴らしい眺望をお楽しみいただけます。地上 36 階の館内には、イタリア料理、日本
料理、中国料理を含む 6 つの料飲施設、スパ＆フィットネス施設、18 の宴会施設などがございます。また、当ホテルは関西国際空港から鉄道でダ
イレクトにアクセス可能な唯一のホテルです。南海なんば駅の真上にそびえ立ち、JR・私鉄・地下鉄各線なんば駅へもすぐの距離にあります。
スイスホテル南海大阪
〒542-0076 大阪市中央区難波 5-1-60
Tel: 06-6646-1111 Fax: 06-6648-0331
Email: osaka@swissotel.com
プレスリリースの詳細につきましては、下記の担当者へお問い合わせください： Tel: 06-6646-5053 Fax: 06-6646-5013
西田なお子 マーケティング コミュニケーションズ マネージャー
津田みな美 マーケティング/PR アシスタントマネージャー
E-mail: naoko.nishida@swissotel.com
E-mail: minami.tsuda@swissotel.com
スイスホテル ホテルズ＆リゾーツ(www.swissotel.com)は、定評ある「スイス流」のおもてなしと、モダンなデザイン、各々のニーズに合ったサービス
と設備が融合する、数々の名誉ある賞を受賞しているデラックスホテルグループです。いずれのスイスホテルも、玄関都市や街の中心に位置し、ビジネ
スやショッピング、観光など、利便性に富んだ立地にございます。スイスホテルならではの細やかな気配り、居心地の良さを大切に、お客様にご満足いた
だける高品質のサービスをご提供いたします。
スイスホテル ホテルズ＆リゾーツは、ラッフルズ・フェアモント・スイスホテルの 3 ブランド傘下におけるホテルを世界に 103 展開しているホテル会社で
ある、FRHI ホールディングス・リミテッド社が所有しています。同社は、ラグジュアリー居住施設である、フェアモント及びラッフルズブランドのレジデンス
や高級プライベートレジデンスクラブ施設も所有しております。
今後の開業予定：
ロシア・ソチ(2013), 中国・長沙(2014), 中国・成都(2014), トルコ・ボドルム(2015), アラブ首長国連邦・ドバイ(2015), インド・バンガロール
(2015),インド・ムンバイ(2015), ロシア・カザン(2016), 中国・三亜(2015), インド・ニュー デリー(2016), バングラデシュ・ダッカ(2018)
詳細につきましては、下記の地域別担当者へお問い合わせください：
CORPORATE OFFICE
Eva-Maria Panzer, Director Communication
Tel: +41 44 317 6228, evamaria.panzer@swissotel.com

GERMANY, SWITZERLAND, AUSTRIA, ITALY
Eva-Maria Lindner, Senior Manager Communication
Tel: +41 44 317 6229, evamaria.lindner@swissotel.com

ASIA PACIFIC
Susie Lim-Kannan, Director Media Relations
Tel: +65 6496 1236, susie.lim-kannan@swissotel.com

