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株式会社近鉄・都ホテルズ  
〒543-0001大阪市天王寺区上本町6-1-55 

TEL：06-6774-7658 FAX：06-6774-0022 

                                      2020年2月26日 

No.013-0048-2019 

 

シェラトン都ホテル大阪 

35周年の感謝の気持ちを込めて 

「開業 35周年記念キャンペーン」開催 

 

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2020年10月3日（土）に開業35周年

を迎えます。1985 年、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する上町台地に「都ホテル大阪」として開業し、多く

の国内外のお客様や地域の皆様をお迎えしてまいりました。皆様に愛されて 35周年を迎えることができた感謝の気持ち

を込めて、2020 年 4 月 1 日（水）から、記念宿泊プランや復刻スイーツなど、開業 35 周年記念キャンペーンを開催い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都ホテル  シェラトン都ホテル東京    シェラトン都ホテル大阪    ウェスティン都ホテル京都    大阪マリオット都ホテル 
都ホテル 岐阜長良川      都ホテル 四日市        都ホテル 京都八条       都ホテル 尼崎    
都ホテル 博多        都ホテル ロサンゼルス     都ハイブリッドホテル トーランス・カリフォルニア 

都シティ  都シティ 東京高輪          都シティ 津           都シティ 近鉄京都駅        都シティ 大阪天王寺 
都シティ 大阪本町（2020年4月19日開業予定） 

都リゾート 志摩観光ホテル   都リゾート 志摩 ベイサイドテラス   都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト 
 

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ  ホテル志摩スペイン村  神戸北野ホテル        （旅館）賢島宝生苑  

（旅館）奈良 万葉若草の宿 三笠 

開業35周年記念ロゴマーク 
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別 紙 

 
■宿泊 
35周年記念 プレミアムフロア デラックスルーム宿泊プラン 
 
「和のエッセンスを感じる、明るく快活なモダン空間」をテーマに、 
2018年・2019年にリノベーションしたプレミアムフロアのデラックス 
ルームに特別料金でご宿泊いただける、お得なプランです。 
 
【販売期間】2020年2月25日（火）～10月31日（土） 
【宿泊期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【料 金】1泊朝食付  1室（2名様利用）35,000円（消費税・サービス料込） 
【客室タイプ】プレミアムフロア デラックスツイン または プレミアムフロア デラックスダブル 
 
※朝食はレストラン＆ラウンジ eu（ゆう）の和洋ブッフェ または 日本料理 うえまちの和定食よりお選びください。 
※表示料金に別途、宿泊税を加算させていただきます。 
※室数限定のため、満室でお断りさせていただく場合がございます。 
 
【ご予約・お問い合わせ】 
都ホテルズ＆リゾーツ 宿泊予約センター 
受付時間 平日9:00～22:00／土・日・祝日9:00～20:00  フリーコール 0120-333-001 

 
 
■レストラン 
35周年記念メニュー 
 
シェフが吟味する季節の食材などを取り入れた特別ランチとフリードリンク 
付のお得な個室プランをご用意いたしました。創作フレンチ・中国料理・ 
日本料理の中からお好みやシーンに合わせてお選びください。 
 
【販売期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【販売店舗】2階 レストラン＆ラウンジ eu（ゆう） 

3階 中国料理 四川／日本料理 うえまち 
 
＜ランチ＞ 
【ご利用時間】11:30～14:30 
【料 金】お一人様3,500円 
 
＜個室プラン＞ 
【ご利用時間】17:00～21:00（2時間制） 
【料 金】お一人様13,500円 ※4名様より承ります。 
【内 容】お料理（コース）／お飲み物（シャンパン、ビール、 

ウイスキー、ソフトドリンク）／室料 
 
※表示料金に別途、消費税 および サービス料（10％）を加算させて 
いただきます。 

 
【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ eu（ゆう） 
営業時間 6:30～24:00  TEL 06-6773-1245 

 
シェラトン都ホテル大阪 3階 中国料理 四川 
営業時間 11:30～14:30／17:00～21:00  TEL 06-6773-1274 

 
シェラトン都ホテル大阪 3階 日本料理 うえまち 
営業時間 7:00～10:00／11:30～14:30／17:00～21:00  TEL 06-6773-1253 

 
 
35周年記念 復刻麺メニュー 
 
「四川」歴代人気の麺メニューを復刻し、季節替わりでご用意いたします。4月・5月の復刻麺は1985年のオープン
時に発売された「胡椒と酸味の五目汁そば」です。 
 
【販売期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【販売店舗】3階 中国料理 四川 

＜ランチ＞日本料理 うえまち（4月の料理） 

＜ランチ＞レストラン＆ラウンジ eu（ゆう） 

（4月の料理） 

プレミアムフロア デラックスツイン 

＜ランチ＞中国料理 四川（4月の料理） 
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【4月・5月のメニュー・料金】 
胡椒と酸味の五目汁そば 春巻き付 1,690円 
胡椒とラー油で辛味を、酢で酸味を加えた醤油ベースのとろみがある 
スープに、豚肉や竹の子などの具と麺がしっかりと絡みます。 
 
※表示料金に別途、消費税 および サービス料（10％）を加算させて 
いただきます。 

 
【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 3階 中国料理 四川 
営業時間 11:30～14:30／17:00～21:00  TEL 06-6773-1274 

 
 
35周年記念 スイーツプレート ＜数量限定＞ 
 
歴代人気のあった懐かしいケーキを月替わりで復刻し、ご用意いたします。 
4月の復刻ケーキは2004年に発売された「フレーズ・アルプス」です。 
 
【販売期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【販売時間】10:00～20:00 
【販売店舗】中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル 
【料 金】ドリンク付 1,350円（1,485円） 
 
※（ ）内の表示料金には、消費税が含まれております。 
 
【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル 
営業時間 8:00～20:00  TEL 06-6773-5582 
 
 

35周年記念カクテル “あまおう”シャンパンベリー 
 
開業35周年を記念し、人気の“あまおう”をふんだんに使用した 
贅沢なシャンパンカクテルをご用意いたします。 
 
【販売期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【販売店舗】 2階 バー eu（ゆう） 

21階 カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
【料 金】3,500円 
 
※表示料金に別途、消費税 および サービス料（10％）を加算させていただきます。 
 
【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 2階 バー eu（ゆう） 
営業時間 17:00～24:00  TEL 06-6773-1245 

 
シェラトン都ホテル大阪 21階 カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
営業時間 17:00～23:00  TEL 06-6773-1279 

 
 
35周年記念 ディナーブッフェプラン チケット販売 
 
ディナーブッフェとフリードリンクをセットにしたお得なプランのチケットを、期間限定で販売いたします。 
 
【販売期間】2020年4月1日（水）～10月31日（土） 
【販売店舗】21階 バイキング＆カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
【内容・料金】ディナーブッフェ＋フリードリンク 4,711円（5,700円） 

17:30～21:00（2時間制） 
 
※チケットは都ホテルズ＆リゾーツ公式オンラインショップ および トップ オブ ミヤコの店頭にて販売いたします。 
※ご利用日の2日前までにご予約ください。 
※ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス、お正月期間はご利用いただけません。詳しくは店舗にてご確認ください。 
※（ ）内の表示料金には、消費税 および サービス料（10％）が含まれております。 
 
 

＜4月・5月＞胡椒と酸味の五目汁そば 

＜4月の復刻ケーキ＞フレーズ・アルプス 
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【チケットのお求め・お問い合わせ】 
 都ホテルズ＆リゾーツ公式オンラインショップ  https://shop.miyakohotels.ne.jp 
  
シェラトン都ホテル大阪 21階 バイキング＆カクテルラウンジ トップ オブ ミヤコ 
営業時間 11:30～15:00／17:00～23:00  TEL 06-6773-1279 

 
 
■宴会 
35周年記念 パーティープラン 
 
大切なお客様を招いての会食から歓送迎会、同窓会など目的を問わずご利用いただける、期間限定のプランです。 
 
【ご予約期間】2020年3月1日（日）～2021年2月28日（日） 
【ご利用期間】2020年4月1日（水）～2021年3月31日（水） 
【料 金】お一人様13,500円（消費税・サービス料込） ※10名様より承ります。 
【内 容】お料理（西洋料理・正餐スタイル）／お飲み物（フリードリンク）／卓上装花／ポータブルステージ 

／マイク2本（有線）／会場費（2時間） 
【特 典】乾杯用スパークリングワインをプレゼント／焼酎、ウイスキーのグレードをアップ／ビンゴゲーム貸

出し無料／通信カラオケをご優待価格22,000円にて貸出し（通常33,000円）／35名様以上でご利用
いただくと、ランチブッフェ ペアチケットを1組プレゼント 

 
【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 3階 宴会予約 
受付時間 10:00～19:00  フリーダイヤル 0120-770-385 
 

 
■ウエディング 
35周年記念 ウエディングプラン 
 
乾杯用シャンパンなどの特典が付いたお得なプランです。お料理は、伝統とモダンを融合させた「MIYAKO ウエディ
ングキュイジーヌ」をご用意いたします。 
 
【ご予約期間】2020年3月1日（日）～12月31日（木） 
【ご利用期間】2020年4月1日（水）～2021年3月31日（水） 
【料 金】30名様1,350,000円 お一人様追加料金 32,000円（消費税・サービス料込） 
【内 容】お料理／お飲み物（フリードリンク）／衣裳（新郎新婦・洋装各1点）／着付（新郎新婦・洋装 

各1点分）／介添料／卓上装花／音響照明／席札／メニュー／会場費（2時間30分） 
【特 典】乾杯用シャンパンをプレゼント／ご披露宴当日の新郎新婦のご宿泊をご招待／挙式料50％OFF／ 

参列者のご宿泊優待 
 

【ご予約・お問い合わせ】 
シェラトン都ホテル大阪 3階 ブライダルサロン 
受付時間 平日10:00～19:00／土・日・祝日9:00～19:00  定休日 火曜日（祝日を除く） 
フリーダイヤル 0120-770-385 

 
 
※写真はイメージです。 
※仕入れ状況によりメニューを変更する場合がございます。 
※食材によるアレルギーのあるお客様は、予め係にお申し出ください。 
 
 
ホテル概要 
名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka） 
住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 
電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表） 
社名：株式会社近鉄・都ホテルズ 
開業：1985年（昭和60年）10月3日 
建物：地上21階 地下2階 
客室：578室 
交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分 


