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JR大阪駅

Economy Double Room

阪神百貨店

ハービスENT
（大阪四季劇場）

南 玄 関にはリムジンバスが 発 着しており関 西 国 際 空 港 、
大 阪 国 際（ 伊 丹 ）空 港 へのアプローチも便 利です 。

HEP
ファイブ

大阪ステーション
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セミダブルルーム

「便利と快適」を極めたおもてなし。

NU

The ultimate hospitality combining comfort and convenience .
The best location that is directly connected to the train station.

東梅田駅

駅前
第4ビル

Our hotel has great access to the JR Osaka Station, Hankyu,
and Umeda subway station.
We have limousine buses arriving and departing from our front doors
which are very convenient to get to Kansai International Airport
and Osaka Airport(Itami).

梅田OSホテル

駅前
駅前
駅前
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２

関西国際空港へリムジンバスで約60分
大阪国際
（伊丹）
空港へリムジンバスで約40分
JR大阪駅、阪急、地下鉄梅田駅すぐ
阪神梅田駅徒歩約10分
新大阪へJRまたは地下鉄で約7分
ユニバーサルスタジオジャパンへJRで約10分
大阪ビジネスパークへJRで約15分
インテックス大阪へ地下鉄とニュートラムで約45分
本町や淀屋橋などビジネス街へ地下鉄で約5分
海遊館へ地下鉄で約30分
宝塚・京都・神戸へ阪急で約40分
60 min. on a limousine bus
to Kansai International Airport
40 min. on a limousine bus to Osaka Airport(Itami)
◎ Close to JR Osaka sta./Hankyu/Subway Umeda sta.
◎ 10min. to Hanshin Umeda sta. on foot.
◎ 7min. to Shin Osaka by JR or subway
◎ 10min. to Universal Studios Japan by JR
◎ 15min. to Osaka Business Park by JR
◎ 45min. to Intex Osaka by subway and new tram
◎ 5min. to Honmachi, Yodoyabashi,
and business districts by subway
◎ 30min. to Osaka Aquarium Kaiyukan by subway
◎ 40min. to Takarazuka/Kyoto/Kobe by Hankyu
Travel time stated above is apporoximate.
◎
◎

エグゼクティブダブルルーム

Executive Double Room

1階正面玄関

1st floor the front entrance

新阪急ホテルアネックス（大阪新阪急ホテル北側）

2017年4月より全302室を禁煙ルームに。
また女性に安心して宿泊していただけるレディースフロアを
新設（2017年6月）。より快適な空間をご用意いたします。

Good Location

New Hankyu Hotel Annex (North side of Hotel New Hankyu Osaka)
All 302 rooms will be non-smoking from April 2017.
A ladies floor will be available from June 2017
for the safety of our female guests.
We will provide a more comfortable space.

徒 歩 3 〜 5 分 圏 内に、グランフロント大 阪 、ルクア、阪 急 百 貨 店
H E Pファイブなどショッピングも、エンターテインメントも。
梅 田ならではの好アクセス。

Within 3-5 minutes walking.
Grand Front Osaka, Lucua, Hankyu Department Store and HEP Five etc.
Shopping, and entertainment. Good access of Umeda unique.

http://hotel.newhankyu.co.jp
〒530-8310

大阪府大阪市北区芝田1-1-35

《日本語サイト》

TEL 06-6372-5101（代表）／06-6372-6600（宿泊予約） FAX 06-6374-6885
1-1-35 Shibata Kita-ku, Osaka(530-8310)
Tel.+81-6-6372-5101(Main)/+81-6-6372-6600(Hotel reservations) Fax.+81-6-6374-6885

2017.4

1階メインロビー

1st floor the main lobby

･メインバンケットルーム「紫の間」は立食パーティで600名様
ディナーでは400名様までご利用いただけます。
･商談や面接に最適な8名様までの小宴会場もございます。
･宴会場での高速インターネット接続も承ります。

ステーキハウス「ロイン」
Steak House LOIN

ダブルルーム
Double Room

Banquet Halls

おもてなしにふさわしい優雅で上質な空間。
きめ細やかなサービスで
お客様のニーズにお応えいたします。

An elegant and high-quality space that's perfect for entertaining.
Our very detailed and tailored services will fit the needs of any guest.
･The main banquet hall Murasaki Hall can handle a stand-up
cocktail party up to 600 people and a dinner service up to 400 people.
･We have small banquet halls that can seat up to 8 people and
are perfect for business meetings and interviews.
･We offer high-speed internet in the banquet halls.

カフェ&レストラン「レインボー」
Café & Restaurant RAINBOW

エグゼクティブツインルーム
Executive Twin Room

和室

Japanese Style Room

紫の間

花の間

星・月の間

宙の間

Murasaki Hall

Hana Hall

グルメバイキング「オリンピア」

Buffet Style Restaurant OLYMPIA

和洋室

フレンチ＆チャイニーズレストラン「モンスレー」

Restaurants & Bars

関西最大級の
バイキングレストランをはじめ
ステーキハウス
フレンチ＆チャイニーズ
日本料理など
多彩なレストラン＆バー。
シェフが腕によりをかけた
美味の数々で
おもてなしいたします。

Our hotel offers fine dining,
including one of Kansai s
largest buffets
plus French, Chinese, Japanese,
and steak restaurants.
Our skilled chefs guarantee
an unforgettable meal full
of amazing flavors.

Japanese Western Style Room

French & Chinese Restaurant MONSELET

トリプルルーム Triple Room

スタンダードツインルーム Standard Twin Room

Hoshi, Tsuki Hall

Guest Rooms
日本料理・天ぷら「なにわ橘」

Japanese Cuisine Tempura NANIWA TACHIBANA

館内のご案内

スタイリッシュな感性が息づくバリエーション豊かな客室。
都会の中心にあるくつろぎの空間で癒しのひとときをお過ごしください。

3〜10階

客室961室

3階

小宴会場

2階

大小宴会場／宴会ロビー

1階

フロント／ロビー／カフェレストラン／ラウンジ／フラワーショップ／
アクセサリー／ジュエリー／ネイルサロン

地下1階

・シックでモダンなエグゼクティブツインルーム、禁煙ルーム、和室など全961室。

・全室高速インターネット接続（Wi-Fi、有線LAN回線）を無料でご利用いただけます。

Guide to our Facility
3-10th floor: Total 961 guest rooms

Our stylish guest rooms are available in a variety of options.
We hope you will enjoy this island of comfort in the middle of the city.

3rd floor:

Small banquet halls

2nd floor:

Large and small banquet halls/Banquet lobby

1st floor:

Front/Lobby/Café Restaurant/Lounge/Flower shop/
Accessories/Jewelry/Nail Salon

・A total of 961 rooms including chic and modern executive twin rooms,

Main basement: Buffet restaurant/Steak house/French and Chinese restaurant/

non-smoking rooms, and Japanese style rooms.

Japanese cuisine Tempura/Eel,Kappo cuisine/Bar/Import products

・All rooms have VOD(video on demand) for movies, etc., BS/CS satelite broadcasting,

Sub-basement: Pub lounge/Barber shop

foreign broadcasting(English,Chinese,Korean), refrigerators, air purifiers, and shower-toilets.
・All rooms are provided with free high-speed internet connections(Wi-Fi and wired networking).

パブラウンジ／理髪室

契約駐車場 661台（阪急梅田駅屋上）

外国語放送（英語・中国語・韓国語）、冷蔵庫、空気清浄機、シャワー付トイレを全室に完備。

Bar REED

バイキングレストラン／ステーキハウス／フレンチ＆チャイニーズレストラン／
日本料理・天ぷら／うなぎ・割烹／バー／輸入雑貨

地下2階

・映画をお楽しみいただけるVOD（ビデオ オン デマンド）、BS・CSの衛星放送

バー「リード」

Sora Hall

シングルルーム
Single Room

Parking:

661 vehicles(Above Hankyu Umeda station)

