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コンラッド大阪  

開業5周年記念 
アニバーサリー宿泊プランやレストランタイムセール、スペシャルイベントを開催 

5月9日（月）より販売開始 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
【2022年5月9日】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人マルコ・ティラフェリ）は、開業5周年を記念して2022年6
月9日（木）の開業記念日の1ヵ月前、本日5月9日（月）から販売する1ヵ月間限定のアニバーサリーレストランタイムセール

をはじめとして、宿泊、スパ、ウエディングでご利用いただける特別アニバーサリープランや、館内で使える100枚限定特別価

格のギフト券、1夜限りで開催するレストランスペシャルイベントをご用意しました。 
 
5周年のテーマは、“SKY FULL OF COLORS”。空を彩る虹をメインモチーフに、ご愛顧いただいているお客様への心から

の感謝の気持ちや、未来への希望、多様性の尊重という思いを込めました。期間中は色彩溢れる館内のデコレーションや

限定のスペシャルイベントで華やかなセレブレーションムードをお楽しみいただけます。また長く愛されている人気のコンラッド・

ベアにも、5周年アニバーサリーバージョンが登場。期間限定で販売いたします。 
 
レストラン特別プラン 
開放的な空間から格別なパノラマビューとともに1日を通してビュッフェをお楽しみいただけるオールデイダイニング「アトモス・ダイ

ニング」では6月9日（木）当日限定で、レインボーカラーのウェルカムモクテルと5周年記念のアニバーサリーケーキを無料でご

提供します。モクテルは七色からお好みのカラーをお選びいただけ、ケーキはタヒチ産のバニラビーンズをあしらったシャンティー

をベースにマンゴームースとラズベリーの爽やかな酸味が効いたフレッシュな味わいです。大阪のスカイラインとともに贅を尽くし



た食材をご堪能いただける「蔵 鉄板焼」からアニバーサリーディナーコースをご用意。鱧の焼霜造りから松阪牛のサーロインと

フィレなどの豪華食材に加え、キャビアやいくらなどの魚介を七色で彩るパフェに仕立てた特別メニュー「七彩」をご堪能いた

だけます。AERIA（アエリア） in 40sky で販売するテイクアウトでは、空を彩る華麗な虹を繊細なグラデーションで表現し

たチョコレートボックス各種を5周年記念のアニバーサリーコンラッド・ベアとともに期間限定でご用意します。フルーツのフレッシ

ュな酸味や、大阪ハニーをあしらった上品な甘み、開業から続くコンラッドオリジナルの茶葉「コンラッド135ティー」を使用した

チョコレートや香ばしい甘さのアーモンドプラリネなど各色ごとに特色あるリッチな味わいをお楽しみください。「40スカイバー＆ラ

ウンジ」ではアニバーサリーカクテル＆モクテル「カラフルスカイ」をご用意し、すべてのフレーバーにストロベリー、パイナップ

ル、オレンジ、エディブルフラワーをあしらい、カクテルはスパークリングワインをベースに、各色の香りやテイストをお味わいくださ

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6月9日（水）開業日記念日当日はワンナイトイベントとして40スカイバー＆ラウンジにて“SKY FULL OF COLORS” 
と題したパーティーを開催します。スペシャルゲストとしてフレアバーテンダーKAPPAを迎え、アーティスティックなショーやオリジ

ナルレインボーカクテルで会場を盛り上げます。ドレスコードはレインボーとビビッドカラー。参加者にはベストドレッサー賞として

豪華特典プレゼントもご用意します。思い思いの服装で着飾り、セレブレーションムード溢れる会場で華やかなアニバーサリ

ーをお楽しみください。お客様とともにこれまでの5年間を思い、祝福に満ちた記念日をご体験いただければこれ以上ない喜

びです。 
 
また、5周年を記念して開催されるタイムセールは、最大50％OFFで全レストランを対象に販売します。詳しくは後の詳細

一覧をご参照ください。 
 
宿泊特別プラン 
ご宿泊の全てのお客様へは、6月9日（木）の開業日当日限定で5周年記念のアニバーサリーコンラッド・ベアをプレゼントい

たします。さらにアニバーサリーコンラッド・ベア、チョコレートボックス（4個入り）、コンラッド大阪オリジナルエアアロマ『Serenity 
（セレニティー）』のオイル、シャンパンボトル（デラックスルーム、プレミアムビュールームはヴーヴ クリコのハーフボトル、エグゼクティ

ブルーム、スイートルームはルイナール ブラン・ド・ブラン）、ご滞在中館内で使えるホテルクレジット5,555円がセットになったア

ニバーサリーステイプランを、お部屋のカテゴリーに準じてそれぞれ追加料金5,000円、10,000円でお得にお楽しみいただけま

す。ご宿泊滞在期間は2022年8月31日（水）までです（ご予約受付開始は5月12日（木）から）。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
スパ特別プラン 
コンラッド・スパではお客様の体調やご希望に合わせてトリートメントをカスタマイズする「ブリスフルモーメント イン ザ スカイ」

120分と、日本酒や柚子、緑茶などの和の素材を使用したお風呂をお楽しみいただける「ジャパニーズセレクションバスオプシ

ョン」30分のトータル150分のコースと、5周年記念のアニバーサリーコンラッド・ベア付チョコレートボックス（6個入り）、コンラッド

大阪オリジナルエアアロマ『Serenity （セレニティー）』のオイル、グラスシャンパンの５つをパッケージにしたプランを5周年にちな

んで55,555円で5月9日（月）から6月30日（木）までご提供いたします。 
 
ウエディング特別プラン 
ウエディングからは、6月1日（水）～8月31日（水）の期間中にご成約いただいたカップルの皆様に、エグゼクティブスイート2泊
のご宿泊、ディナー、ウエディングドレスの10万円割引、挙式料50％OFFなどアニバーサリー期間ならではの感謝を込めた

豪華特典の中からおひとつプレゼントします（2023年3月31日（金）までの挙式披露宴対象）。 
 
【5周年記念レストランタイムセール】詳細 
 
販売期間：5月9日（月）～6月9日（木） 
予約期間：5月10日（火）～8月31日（水） 
除外日：8月6日（土）～8月14日（日）、8月27日（土） 
 
内容： 
・アトモス・ダイニング  
ランチビュッフェ：6月9日（木） 先着5組10名限定 6,200円の50％OFF ⇒ 3,100円 
その他平日 6,200円の31%OFF ⇒ 4,300 円 
土日祝  6,900円の30％OFF ⇒ 4,800円 
 
スイーツビュッフェ：6月9日（木） 先着5組10名限定 6,900円の50%OFF ⇒ 3,450 円 
その他全日 6,900円の30%OFF ⇒ 4,800円 
                          
ディナービュッフェ：6月9日（木）先着5組10名限定 7,500円の50%OFF ⇒ 3,750 円 
その他平日 7,500円の31%OFF ⇒ 5,200 円 
土日祝 8,100円の30%OFF ⇒ 5,700円 
 
・蔵 鉄板焼 
ランチ：選べるワンドリンク付 御空（みそら）コース 10,800円の28%OFF ⇒ 7,800円  
※祝日を除く平日限定 
 
ディナー：弓張月（ゆみはりづき） 21,600円の20%OFF ⇒ 17,200円 
※祝日を除く日曜日～金曜日 
 
・蔵 寿司 



ランチ：選べるワンドリンク付 夕凪（ゆうなぎ）コース 9,500円の28%OFF ⇒ 6,800円  
 
ディナー：グラスシャンパン付 艶（つや）コース 26,400円の26%OFF ⇒ 19,500円 
 
・C：GRILL（シーグリル） 
ランチ： 
選べるワンドリンク付プリフィックスランチA  8,300円の30%OFF ⇒ 5,800円  
選べるワンドリンク付プリフィックスランチB  9,600円の30%OFF ⇒ 6,700円  
シェフズスペシャル 6月9日（木） 先着5組10名様限定 9,800円の50％OFF ⇒ 4,900円 
その他全日 11,900円の30％OFF ⇒ 8,300円 
 
ディナー： 
シェフズスペシャル 6月9日（木） 先着5組10名様限定12,700円の50％OFF ⇒ 6,350円 
関西ローカルガストロノミ―  全日 15,900円の26％OFF ⇒ 11,800円 
関西ローカルガストロノミ― プレミアム 全日 22,800円の25％OFF ⇒ 17,200円 
 
・40スカイバー＆ラウンジ 
「COLOR SPLASH（カラー・スプラッシュ）」ピーチアフタヌーンティー 6月9日（木） 先着5組10名様限定   
6,500円の50％OFF ⇒ 3,250円 
コンラッド・ベア（ブルー）付「COLOR SPLASH（カラー・スプラッシュ）」ピーチアフタヌーンティー 
全日 8,000円の28％OFF ⇒ 5,800円 
 
※WEB予約限定プランです。 
※このプランは5月9日（月）～6月日9日（木）までの販売となり、予約受付期間後の日程・人数変更は 
   お受け致しかねます。 
※ドリンク・アラカルトメニュー・特別イベント等のメニューは割引対象外です。 
※金券はご利用いただけません。 
※各種割引・特典・ヒルトングランドバケーションズのお食事券との併用はいたしかねます。 
※こちらのセールは、ヒルトン・オナーズ、ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパンの割引（お食事券含む）は適用外となります。 
※お席に限りがございます。 
 
<6月9日（木）の先着5組10名様プランについて> 
上記、ご利用条件に加え 
※6/9（木）の1日限定、先着5組10名様限定プランです。 
※1名様につき1予約限定となり、1グループにつき2名様までご予約いただけます。 
※ご予約時に事前決済必須プランとなります。またご予約・お支払い後のキャンセルされる場合、キャンセル料100%となり

返金は致しかねますので、予めご了承ください。 
※予約受付後の人数変更はお受け致しかねます。 
 
【5周年記念ギフト券】詳細 
開業5周年を記念しコンラッド大阪館内のレストランやスパを31%お得にご利用いただけるお得なギフト券をご用意いたしました。 
大切な方への贈り物や自分のご褒美に是非ご利用ください。 
 
料金：55,555円  
販売期間：2022年5月9日（月）～6月9日（木） 
販売数：限定100セット 
有効期限：2022年6月17日（金）～12月16日（金）   
※除外日：2022年8月6日（土）～8月14日（日）、8月27日（土）、その他イベント、特別メニュー開催日。 
受け渡し場所：40スカイバー＆ラウンジ（40階） 
詳しくはホームページをご確認ください。 



 
【5 周年記念 スペシャルワンナイトイベント“SKY FULL OF COLORS”】詳細 
 
期間：6月9日（木） 
時間：8:30 pm – 10:30 pm （開場 8:00 pm、ラストオーダー 10:00 pm) 
場所：40スカイバー＆ラウンジ 
料金：15,000円 
内容：フレアバーテンダーKAPPA、ライブミュージック、DJ、ベストドレッサー賞 
ドリンク：乾杯のグラスシャンパン、アニバーサリーカクテル「カラフルスカイ」 
フリーフロー（スパークリングワイン、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク） 
フード：「タラとサフランのブランダード、ポレンタ、イクラ、菊」、「クリスピーロブスタースライダー」、「北海道産帆立貝柱」、 
「ベリー、蕪、キャビア」、「松阪牛サーロインの低温調理、 酢橘ジュレ」、「和牛、雲丹軍艦」のラグジュアリーバイツ 
 
その他 5 周年記念プランに関しましてはアニバーサリー特設ホームページをご確認ください。 
https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/5th-anniversary 

 

### 

【ヒルトン・クリーンステイ対策 】 
・入口に自動消毒スプレーを設置し、入店時は消毒スプレーの使用をお願いしています。 
・レストランのテーブル全卓に消毒スプレーを設置しています。 
・一定の距離を保った空間をご用意しています。 
・スタッフはマスクを着用しています。 
 
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/conradhotels, 
www.twitter.com/conradhotels. 
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