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宝塚ホテル（兵庫県宝塚市梅野町 1 番 46 号 総支配人：八尾
や お

 篤
あつし

）は、1926 年（大正 15 年）5 月 14 日に 

当時としては先進的な洋館ホテルとして開業し、ホテル機能の充実と規模の拡大を図りながら今年で 93年を迎えま

す。そして、2020年春に宝塚大劇場の西側隣接地に移転開業を予定しており、移転前の営業は 2020年 3月末での終

了を予定しております。 

これまで永きにわたりご愛顧いただきました多くのお客様へ感謝を込めて、2019年 4月 1日（月）からの 1年間 

「フェアウェル プロモーション」を実施いたします。 

■フェアウェル プロモーションについて 

 〔テ ー マ〕「Lien
リ ア ン

 絆－訪れるすべての人との繋がりを これまでも、これからも－」 

        地域の方々との繋がりをこれまで以上に深く築きあげていき 

一人ひとりに寄り添うホテルであり続けます。 

 〔期   間〕2019年 4月 1日（月）～2020年 3月 31日（火） 

 〔内   容〕宝塚ホテルの歴史や伝統を感じていただける、様々なプランを展開 

       ①宿泊プラン 

        宝塚歌劇をイメージしたデザインとホテルフェアウェルロゴが 

描かれたオリジナルトートバッグ付きプランや、開業当時のメニュー 

をもとに構成されたフランス料理コースがセットのプランなど 

       ②レストランプラン 

        開業当時、実際に提供されていたメニューをもとにシェフの技と新たな 

感性で進化させた特別コースや、大正・昭和時代のアラカルト 

メニューを現代風にアレンジしたお料理など 

       ③イベント 

        鳳
おおとり

蘭
らん

氏や香
こう

寿
じゅ

 たつき氏、霧
きり

矢
や

 大夢
ひ ろ む

氏、安蘭
あ ら ん

 けい氏など 

元宝塚歌劇団トップスターによるディナーショーも年間 10件以上を 

予定しております。 
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大正 15年開業の宝塚ホテル 93年間のご愛顧に感謝して 

 移転開業前の「フェアウェル プロモーション」について 

2019年 4月 1日（月）より 宿泊プラン・レストランプランなど 

報道機関各位 

プレスリリース 

2019年 3月 22日 

株式会社阪急阪神ホテルズ 

宝塚ホテル NO-18-18 

この件についてのお問い合わせは 

宝塚ホテル 広報担当：向
むかい

 真
ま

有
ゆ

香
か

・長沢
ながさわ

 秀
しゅう

亮
すけ

・神崎
かんざき

 良之
よしゆき

 

〒665-0004 兵庫県宝塚市梅野町 1番 46号  TEL：0797-85-2606  FAX：0797-87-9834 

e-mail：m-mukai@hankyu-hanshin-hotels.com 掲載の画像データをご用意しております 

 

 

 

開業当時の外観 

現在の外観 

プロモーションの詳細やホテルの概要・歴史については 2頁目以降をご覧ください。 

ロゴ 
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【プロモーション詳細】 

＜宿泊プラン一例＞ 

■宝塚歌劇をイメージしたデザイン入りオリジナルトートバッグ付きプラン 

 期  間：2019年 4月 1日（月）～2020年 3月 31日（火） 

 内  容：・本館でのご宿泊（チェックイン 13：00／チェックアウト 11：00） 

      ・バイキングレストラン「ザ・ガーデン」でのご朝食 

      ・＜宝塚歌劇ファン注目＞オリジナルトートバッグ（1名様につき 1個） 

       ※この宿泊プランとセットでのご用意となり、トートバッグのみでの販売はいたしません。 

 特  典：・ホテル館内での記念撮影 

      ・フェアウェル記念ホテルオリジナルポストカード 

      ・ホテル館内レストランご利用券 

 お問い合わせ：宿泊予約 TEL 0797-85-2602（直通） 

 

＜レストランプラン一例・テイクアウト商品＞ 

■特別企画「Farewell Spécialité（フェアウェル スペシャリテ）」 

 期  間：2019年 4月 1日（月）～5月 31日（金） 

 店舗・内容：仏蘭西料理「プルミエ」（本館 L階） 

      〔名称〕フェアウェル スペシャリテ特別コース 

      〔料金〕1名様 12,000円 

      〔内容〕開業当時に提供していたメニューをもとに、シェフの 

          巧みな技と新たな感性で珠玉のひと皿に仕上げました。 

           ◇コンソメ ア・ラ・フランセーズ 

           ◇ポタージュ・クラムチャウダー 

           ◇白身魚のポッシェ ソース・ノルマンド 

           ◇コートレット・ド・プーレ イタリエンヌ 

            ◇和牛のグルナダン ポンム・ヴィクトリア 

           ◇仔牛フィレのロティ ジャガイモのリヨン風 

           ◇プディン・キャビネット   など全 10品 

 お問い合わせ：TEL 0797-85-2612（直通） 

 

 

 

 

 

 

■フェアウェル記念特別スイーツ「1926」 

 期  間：2019年 4月 1日（月）～2020年 3月 31日（火） 

店   舗：ロビーショップ（東館 1階） 

 料  金：1個 1,200円 ※テイクアウトのみ 

 内  容：宝塚ホテルの外観、主に屋根の模様部分を再現しました。 

      キャラメルバナナのほろ苦さが広がる濃厚な味わいのケーキを 

      ご自宅用や贈答用にどうぞ。 

 お問い合わせ：TEL 0797-85-2615（直通） 

本館客室（一例） 

オリジナルトートバッグ 

プルミエ 特別コース 

下記 2店舗でも特別メニューをご用意 

・日本料理「曙」（東館 L階）  

「春の特別会席」 1名様 9,000円 

・鉄板焼「梅野」（東館 1階） 

ランチコース「旬香～しゅんか～」1名様 7,500円～ 

 ディナーコース「清花～せいか～」1名様 19,000円～     

開業当時のメニュー 

特別スイーツ「1926」 
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■フェアウェル記念特別コース 

期  間：2019年 4月 1日（月）～5月 31日（金） 

店  舗：カフェレストラン「ソラレス」（本館 1階） 

 料  金：1名様 2,700円 

 内  容：開業当時のメニューを現代の食材と技術を用いてアレンジしました。 

      当時のメニューと比較しながらお召しあがりいただきます。 

      ◇カツオのカルパチオ 

      ◇ミネストローネ 

      ◇牛バラ肉の赤ワイン煮込み 

◇カシスシャーベット 

◇フルーツ盛り合わせ 

◇コーヒー または 紅茶 

 お問い合わせ：TEL 0797-85-2613（直通） 

 

 

 

 

 

 

■宝塚歌劇団の各組をイメージした「フェアウェル記念カクテル」 

 期  間：2019年 4月 1日（月）～2020年 3月 31日（火） 

 店  舗：バー「くすのき」（本館 L階） 

料  金：各 1,300円 

 内  容：宝塚歌劇団の花・月・雪・星・宙組をイメージした、華やかな 

カクテル 5種。程よい甘さと見た目の彩りが魅力。お好きな組の一杯を 

お選びください。 

 お問い合わせ：TEL 0797-87-1151（代表） 

 

＜イベント＞ 

過去、宝塚歌劇を華やかに彩ってきた元宝塚歌劇団トップスター等のディナーショーを 

1年を通して多数開催いたします。 

   元宝塚歌劇団トップスター・スター ディナーショー開催予定 

2019年 4月 13日（土）       鳳
おおとり

 蘭
らん

氏・香
こう

寿
じゅ

 たつき氏 

2019年 5月 25日（土）       立
りつ

 ともみ氏・矢代
や し ろ

 鴻
こう

氏 

    2019年 8月 31日（土）       霧
きり

矢
や

 大夢
ひ ろ む

氏（芸能生活 25周年記念） 

    2019年 10月 31日（木）       安蘭
あ ら ん

 けい氏（宝塚退団 10周年記念） 
 

   ※上記を含む年間 10件以上のディナーショー・コンサートを予定しております。 

 

 

 

 

 

開業当時～昭和期に提供していたアラカルトメニューも月替わりでご提供 

（4月）「牛バラ肉の赤ワイン煮込み」 1,800円 

（5月）「コックオーヴァン」 1,800円       など 

開業当時のメニュー 

（画像提供：鈴木 博様） 

鳳 蘭 

特別コース 

香寿 たつき 

フェアウェル記念カクテル 
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【宝塚ホテル 概要（移転前）】 

 所 在 地  兵庫県宝塚市梅野町 1番 46号 

 施設規模  客室 129室・料飲施設 9店舗・宴会場 13室・会議室 6室 

 開 業 日  1926年 5月 14日 

 U R L  https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazuka/ 

 

 

【開業～現在までの歴史】 

 1926年（大正 15年）  宝塚ホテル開業（現 ホテル本館） 

 1931年（昭和 6年）  本館大宴会場シルバー開業（現 本館ルネサンス） 

 1941年（昭和 16年）  宝塚ホテル独自「宝
たから

米
まい

カレー」をグリルで販売 

 1945年（昭和 20年）  進駐軍に将校宿舎として全館接収 

 1955年（昭和 30年）  進駐軍による接収解除、ホテル営業再開 

 1962年（昭和 37年）  第一新館開業（現 ホテル東館） 

 1969年（昭和 44年）  第二新館開業（現 ホテル西館） 

 1983年（昭和 58年）  仏蘭西料理「プルミエ」開業 

 1989年（平成元年）   新館開業 

       ティーラウンジ「ルネサンス」・バー「くすのき」・ 

       「デューク」開業 

 1991年（平成 3年）  バイキングレストラン「ザ・ガーデン」・ 

        鉄板焼「梅野」開業 

 1993年（平成 5年）  日本料理「曙」開業 

 1998年（平成 10年）  カフェレストラン「ソラレス」・ 

        ビアレストラン「ビアケラー」開業 

 2009年（平成 21年）  宝塚大劇場オフィシャルホテルに認定 

 2017年（平成 29年）  宝塚ホテル 移転計画を発表 

 2020年     宝塚ホテル 新ホテル開業（予定） 

 

 

 

 

 

 

以上 

開業当時のレストラン 

開業当時の客室 

開業当時のホテルロビー 

※画像は全てイメージです。 

※表記の料金にはいずれも消費税・サービス料が含まれます。なお、消費税率は現行の 8％にて表記しております。 

（ソラレス、ロビーショップは消費税のみ） 

 

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazuka/
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/takarazuka/

