
色とりどりのおせちやステーキも！

ニューイヤーズブッフェ
Steak! Various food! New Year's Buffet

※お子様料金もございます。

［2F］ カフェレストラン セリーナ 06-6244-1036
All Day Dining SERENA

1/1（元日）～1/3（木）

Lunch Buffet
Dinner Buffet

お一人様
お一人様

￥4,600
￥6,200 per person

1年の幕開けにぴったりな、味わい豊かでにぎやかな
メニューをみなさまで。
パフォーマンスコーナーにはビーフステーキが登場します。

季節の喜びと新年への祈りを麗しきひと皿に

お正月特別会席
Dishes with Seasonal Delight and Best Wishes for the New Year

［3F］ 日本料理 弁慶 06-6244-2419Japanese BENKAY

1/1（元日）～1/3（木）

正月昼会席
正月夜会席

お一人様
お一人様

手毬￥6,000 ・ 初空￥8,000
宝船￥14,000 ・ 赤富士￥18,000 per person

そのほか、
正月にぎり盛り合わせ￥7,500、 正月大宝寺￥12,000、
正月お子様会席￥4,000、 正月すきやき、しゃぶしゃぶ￥15,000
他、単品メニュー などもございます。

伝統の技で仕上げる艶やかな皿が魅了

お正月特別コース
Fascinating Chinese New Year Specials

Chinese Toh-Lee ［3F］ 中国料理 桃李 06-6244-2455

1/1（元日）～1/6（日）

ランチコース お一人様 
福寿 ￥4,700 ・ 萬壽 ¥7,900　
ランチ&ディナーコース お一人様 
梅蘭 ¥11,000 ・ 新春鳳凰 ¥15,000
美味春彩 ¥20,000 ・ 特撰富貴 ¥27,000 per person 

Lunch
Dinner

11：30～13：00 ・ 13：30～15：00
17：00～19：00 ・ 19：30～21：30

営業
時間

Lunch ホール席（2部制）11：30～13：00 ・ 13：30～15：00
 個　　室（3部制）11：00～ ・ 13：00～ ・ 15：00～
Dinner ホール・個室共 17：00～19：00 ・ 19：30～21：30

営業
時間

Breakfast
Dinner

7：00～10：00 ／ Lunch 11：30～14：30
17：00～21：30（L.O.21：00）

営業
時間

数の子や黒豆、出世魚鰤の焼き物など、新年らしく縁起のいいお料理と、
新鮮な食材を散りばめて。大切な方が集うお正月に相応しい雅な会席を、
心を込めておつくりします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鯛はお刺身に、ふかひれは姿煮に。堂々たる姿の伊勢海老は、ほの甘くコク
のあるマヨネーズソース仕立てに・・・。中国伝統の技で仕上げた、ハレの日
を艶やかに彩るコースをシーンに合わせてお選びください。　　　　　

ホ テ ル 日 航 大 阪 の 年 越 し ・ お 正 月



※料金はメインディッシュの
　お肉の種類により異なります。

活鮑、活伊勢海老からA5ランクの黒毛和牛まで

年末年始ペアディナー
Year-end and New Year Dinner For Two

［3F］ 鉄板焼 銀杏 06-6244-2468
Teppanyaki  ICHO

12/31（月）～1/3（木）

シェフ牧原×豪華食材の3日限りのコラボレーション

年始限定スペシャルコース
New Year Specials

［3F］ フランス料理 レ・セレブリテ 06-6244-2472
French Les Célébrités

1/1（元日）～1/3（木）

Lunch （2部制） 11：30～ ・ 13：30～
Dinner （2部制） 17：00～ ・ 19：30～

営業
時間

17：00～1：00（L.O. 0：30）  
1/5（土）・1/6（日） 14：00～

営業
時間

希少なシャンパンが60分飲み放題に

シャンパンフリーフロー
Champagne free-flow

Main Bar Vol de Nuit ［2F］ メインバー 夜間飛行 06-6244-1197

1/1（元日）～1/7（月）
世界で有数の優れたシャンパンメゾンが手がける
辛口シャンパン「テタンジェ」がお正月限定で60分
飲み放題に。さらに、アペリティフ5種類から1点を
お好みでチョイスいただけるお得なセットです。

¥5,000お一人様

記憶に残るにぎやかな年越しを

カウントダウンスペシャル
New Year’s Countdown Live

※夜間飛行ご利用のお客様へご提供

12/31（月） 22：00～25：00
大晦日はホテル日航大阪で、ご一緒にカウントダウン
しませんか？ 22時から音楽がスタート。0時直前に
全員でカウントダウンし、振る舞いのスパークリング
ワインで乾杯します。　　　　　　　　　　　

※他 ￥14,800・￥20,000・￥24,000 の
　コースもございます。

Pair Dinner ￥50,000お二人様

希少な活鮑、活伊勢海老と最高ラン
クの黒毛和牛が鉄板で踊る、極上の
フルコース。美食の数々をお二人で
堪能しながら1年を総括し、新たな
門出を祝われてみては。　　　　

Lunch Course お一人様
¥6,500 ・ ¥9,000
Dinner Course お一人様
¥12,000 ・ ¥15,000 ・ ¥17,000 per person
※他 ￥50,000 のペアディナーもございます。

特撰牛や滋味豊かな海鮮ほか豪華食材を、シェフ牧原が趣向を
凝らし、驚嘆のフルコースとしてご用意します。　　　　　　　

価格表記について ※特に表記のない価格は消費税を含んだ料金で別途10％のサービス料を加算させて頂きます。 ※写真はイメージです。 ※メニュー内容は変更する場合がございます。
Please note that,if not mentioned,prices include consumption tax,but an additional 10% will be charged for service costs.The photographs are images.Menu can be changed without notice.

12/31（月）
年越しそばセット
3F 日本料理 弁慶
17：30～21：30（L.O.21：00）
天婦羅そば（太巻き2貫付き）¥2,000
※割引優待不可

2019/1/1（元日）～1/3（木）
正月 朝食ブッフェ
32F 〔スカイテラス〕
1／1 初日の出ブッフェ 6：45～9：00
1／2・3 7：00～9：00
大人¥4,500
子供（小学生）¥2,200
　
正月 和朝食ブッフェ
3F 日本料理 〔弁慶〕
7：00～10：00
大人¥4,500
子供（小学生）¥2,200
　
正月 朝食ブッフェ
2F カフェレストラン 〔セリーナ〕
6：30～10：00
大人¥4,500
子供（小学生）¥2,200

2019/1/1（元日）～1/2（水）
お正月ファミリースカイ
バイキング&おたのしみ抽選会
32F 〔スカイテラス〕 1部・2部入替制
ランチバイキング〈90分〉
【1部】11：15～12：45
【2部】13：15～14：45
大人¥6,000
子供（小学生）¥3,100
　
ディナーバイキング〈100分〉
【1部】16：30～
【2部】18：50～
大人¥8,000
子供（小学生）¥4,100
　
※アルコールフリードリンクプラン
　ランチ・ディナー¥2,100
※スカイバイキング料金はサービス料・税金込

2019/1/1（元日）
初日の出
31F 宴会場 〔初日の出会場〕
6：45～
初日の出は7：05の予定です。
※会場にはお飲物をご用意しております。

2019/1/1（元日）
餅つき
2F ロビー
11：00～／16：00～
※どなたでも
　ご参加
　いただけます。

New Year’s Eve & New Year Event 12.31～2019.1.3
ランチ朝 食 ディナー

無 料

無 料

31F バーラウンジ
　　 〔スカイクルーザー〕
12／31～1／1休業、
1／2～
17：00～23：30（L.O.23：00）

2F メインバー〔夜間飛行〕
12／31
17：00～1：00
（L.O.00：30）
1／1～
17：00～1：00
（L.O.00：30）

3F 日本料理〔弁慶〕
1／1～1／3
朝食7：00～10：00、¥4,500より
昼食11：30～14：30、¥6,000より
夕食17：00～21：30（L.O.21：00）
¥14,000より

3F 中国料理〔桃李〕
1／1～1／6
昼食11：30～14：30
¥4,700、¥7,900
夕食17：00～21：30（L.O.21：00）
¥11,000～¥27,000

2F カフェレストラン〔セリーナ〕
1／1～1／3
朝食6：30～10：00、¥4,500より
昼食11：30～14：30、¥4,600より
夕食17：00～21：30（L.O.21：00）
¥6,200より

3F フランス料理〔レ・セレブリテ〕
1／1～1／3
朝食6：45～9：30、¥3,000より
昼食11：30～14：30、¥6,500、¥9,000
夕食17：00～21：30（L.O.21：00）
¥12,000～¥50,000

3F 鉄板焼〔銀杏〕
1／1～1／3
昼食11：30～14：30
¥6,900～¥14,800
夕食17：00～21：30（L.O.21：00）
¥14,800～¥50,000

2F ロビーラウンジ
11：30～17：00
18：00～21：30（L.O.21：00）

1F ティーラウンジ〔ファウンテン〕
10：00～21：00（L.O.20：30）

お正月営業のご案内

www.hno.co.jp〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3 TEL.06（6244）1111（代表）
大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅8号出口直結

12/31（月） Lunch 11:30～14:30 ／ Dinner 17:00～21:30（L.O. 21:00）
1/1（元日）～1/3（木） Lunch （2部制） 11：30～ ・ 13：30～／Dinner （2部制） 17：00～ ・ 19：30～

営業
時間


