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 コンラッド大阪 

美しい桜を愛でながら楽しむ 
春の期間限定「コンラッド・テイクアウトボックス SAKURA プライベートクルーズ」と 

 「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」を販売開始 

 
【2022 年 3 月 25 日】コンラッド大阪（大阪市北区中之島）では、この季節ならではの満開の桜を愛でながら

大阪の名所をイタリアのウォーターリムジンで優雅にクルージングし、アペリティフやシャンパン、アフタヌーンティーを

楽しむ「コンラッド・テイクアウトボックス SAKURA プライベートクルーズ」と、お花見やピクニックに最適なセイボリ

ーがメイン「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」を期間限定で販売いたします。 
 
桜舞い散る堂島川をクルージングしながら、大阪を象徴する建造物、大阪市役所や大阪中之島公会堂を眺

め、クライマックスには桜並木越しに仰ぎ見る大阪城、桜の名所大川の桜に目を奪われる、各回一組限定の

エクスクルーシブで優雅なプライベートクルーズプランをデイタイムとイブニングタイムで 2 つのプランをご用意しまし

た。デイタイムにはスイーツメインの「コンラッドアフタヌーンティー テイクアウトボックス」で、イブニングタイムには期間

限定販売でセイボリーメインの「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」で、趣きある大

人の夜桜鑑賞をお楽しみいただけます。 
 
「コンラッドアフタヌーンティー テイクアウトボックス」は現在 40 スカイバー＆ラウンジで好評開催中のストロベリー

アフタヌーンティー「フルール・ティータイム」から花の香りのかぐわしいストロベリースイーツを「アペリティフ・アンダー・

ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」は「チーズのアソート」、ホテルオリジナルメイドのほのかに酸味のきいた

サワードウブレッドとハモンセラーノの塩気がシャンパンと相性抜群の「ハモンセラーノのタルティーヌ」、国産のラン

プ肉を長時間ローストした「ソルト・ビーフ・スライダー」など上質な素材を厳選したセイボリーアイテムをご堪能い

ただけます。「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」はテイクアウト商品としてもこの春

限定で販売いたします。ワンランク上のお花見や、ご家族やご友人と出掛けるピクニックにも最適です。 



 
・「コンラッドアフタヌーンティーテイクアウトボックス × SAKURA クルーズ」 

        期間  4 月 5 日（火）～13 日（水） 
       人数  大人 2 名様～6 名様（各時間 1 組様限定、お子様を含む場合は最大 8 名様可） 
集合場所  福島（ほたるまち）港 
                 ※当日、ご予約時間 15 分前までに集合場所までお越しください。 
       時間  11:00～ / 13:00～ / 15:00～ / 17:00～ 
       内容  桜クルーズ（90 分）、「コンラッドアフタヌーンティー テイクアウトボックス」、ハーフボトルシャンパン、 
                TWG ティー、ミネラルウォーター 
       料金  （2 名様の場合）お一人様 25,000 円（税込）、（3 名様～6 名様）お一人様 22,500 円（税込） 
                  ※お子様のご利用につきましては、乗船代として（6 歳～12 歳）別途料金 4,000 円（税込）を 
                     頂戴いたします。（5 歳以下は無料） 
 
「コンラッドアフタヌーンティー テイクアウトボックス」 
メニュー 
スイーツ 
・桜ストロベリーとチョコレートのムースケーキ 
・ストロベリーバニラとオレンジブロッサムのタルト 
・ジャスミンとベリーのフラワーポット 
・ハイビスカス カヌレムースケーキ 
・トラディショナル スコーン 

 
セイボリー 
・紫芋のチーズタルト 
・鴨の燻製 
・フォアグラのムース 
 

 
・「 コンラッドイブニングカクテルテイクアウトボックス × SAKURA クルーズ」 

 
期間  4 月 5 日（火）～13 日（水） 
時間  19:00～   
         ※各時間 1 組様限定・大人 2 名様～6 名様（お子様を含む場合は最大 8 名様可）にて             



 
             ご利用いただけます。 
詳細 桜クルーズ（90 分/コンラッドよりバトラー付き）、 
            「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」、ハーフボトルシャンパン、 
            ハーフボトルワイン（赤または白）、 TWG ティー、ミネラルウォーター 
料金  （2 名様の場合）お一人様 31,500 円（税込）、（3 名様～6 名様）お一人様 29,000 円（税込） 
         ※お子様のご利用につきましては、乗船代として（6 歳～12 歳）別途料金 4,000 円（税込）を 
            頂戴いたします。（5 歳以下は無料） 
 
「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」 
メニュー 
セイボリー 
・チーズアソート 
  カマンベール、ミモレット、グリュイエール、ストロベリー、 
  ドライブルーベリー 
・ハモンセラーノのタルティーヌ 
  コンラッド・サワードウ、カラマタ・オリーブ、 
  セミドライトマトのトースト 
 
 

・ソルト・ビーフ・スライダー 
  国産ランプのじっくりロースト、レタス、トマト、 
  マスタード、チーズ、ディルピクルス 
・ブランダード 
  塩タラ、ポテト、ポレンタ、いくら、穂紫蘇、チャイブ 
 
スイーツ 
・ストロベリーバニラとオレンジブロッサムのタルト 
・ハイビスカスカヌレムースケーキ 

 
※このプランは、3 日前までのご予約・事前決済が必要となります。 
※1 クルーズにつき 1 組様、大人 2 名様～6 名様（お子様を含む場合は最大 8 名様可）までの 
     ご予約を承ります。ご予約の際、大人の人数分にてご予約をお願いいたします。 
※お子様のご利用につきましては、乗船代として（6 歳～12 歳）別途料金 4,000 円（税込み）を 
    頂戴いたします（5 歳以下は無料）。 ご予約時にコメント欄にお子様の人数・年齢を 
     ご記入お願いいたします。記載なき場合、当日の対応は致しかねます。 
※お子様の乗船代は現地決済・現金のみとなります。 
※プランは大人の人数分のご注文が必要となります。予めご了承ください。 
※キャンセルポリシー 
   （お客様都合の場合）ご予約日の 3 日前より 100%のキャンセル料を頂戴します。 
   （天候によるクルーズ中止の場合）キャンセル料は発生いたしません。開催中止の場合は、 
   前日の 17 時までにメールにてご連絡させていただきます。天候によるクルーズ中止の場合、 
   振替プランはございませんので、予めご了承くださいませ。 
※各種割引、特典、ヒルトングランドバケーションズ、お食事券、ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパンの割引、 
    割引券との併用及び    ヒルトン・オナーズ ダイニングプログラムの割引・特典の対象外となります。 
 
 
・「アペリティフ・アンダー・ザ・スカイ SAKURA テイクアウトボックス」 

            期間     販売中～4 月 13 日（水） 



 
受け取り場所 40 スカイバー＆ラウンジ 
受け取り時間 11:00～19:00 
            料金 8,900 円（税込） 

お得なコンラッド・ベア付プラン 
コンラッド・ベア 2 個付き 10,900 円（税込） 
※上記すべて 2 名様セット 
※コンラッドカップテイクアウトカップにて TWG ティーまたは選べるコーヒー付き 
※カトラリーセット付き 
※コンラッド・ベアはブルーのベアです。 

             URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/40skybar-2203 
          ご予約 HP もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。 
 
※このプランは、テイクアウト専用商品となります。 
※事前予約・事前決済必須プランでございます。 
※受取日の前日20時までご予約いただけます 
※店頭での受取：11時～19時の間にて承っております。 
※各種割引、特典、ヒルトングランドバケーションズ、お食事券、ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパンの割引、 
    割引券との併用及び、ヒルトン・オナーズ ダイニングプログラムの割引・特典の対象外となります。 
 

### 

【ヒルトン・クリーンステイ対策 】 
ヒルトンの新たな衛生基準となる「ヒルトン・クリーンステイ」の詳細はこちらをご覧ください。 
https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/ 
 
コンラッド大阪について 
水都大阪の新たなランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40 階）に 2017 年 6
月 9 日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマー

ト・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address 
in the Sky - 雲をつきぬけて–” をコンセプトに地上 200 メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテ

ルには、50 ㎡～の広さを誇る客室（164 室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに

満ちた 4 つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える 2 つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネ

スクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そし

て文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイ

ストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーシ

ョンを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、

conradosaka.jp をご覧ください。 
 
コンラッド・ホテルズ＆リゾーツについて 
ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの 1 ブランドとして、世界 5 大陸に 40 軒以上のホテルを

展開しているコンラッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーショ

ンアートで、新しいことに挑戦する世界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の

文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービスを体験することができます。コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ

のご予約は、公式サイト（https://conrad.hiltonhotels.jp/）または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイル

アプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特

典をご用意しています。 
最新の情報はこちらをご覧ください。
newsroom.hilton.com/conradhotels, www.facebook.com/conradhotels, www.instagram.com/conr
adhotels, www.twitter.com/conradhotels. 
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