
 

 

 

 

 

 

2022 年（令和 4年）9月 5 日 

 

 

 

再開決定! 

「大阪いらっしゃいキャンペーン 2022」 

対象宿泊プラン販売開始 

9月 6日（火）より予約受付開始 

宿泊期間：9月 12日（月）～9月 30日（金） 
（10月 1日(土)チェックアウト分まで） 
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帝国ホテル 大阪（総支配人：幸田 雅弘、大阪市北区）は、大阪府・大阪市・大阪観光局が 

実施していた「大阪いらっしゃいキャンペーン 2022」について、2022 年 9 月 12 日(月)より 

再開することを受け、9 月 6 日（火）より対象宿泊プランの予約受付を開始いたします。 

（インターネット予約は 0:00～、電話予約は 9:00～） 

 

「大阪いらっしゃいキャンペーン 2022」とは、大阪府内の旅行機運の醸成並びに観光消費の

喚起のため、対象となるプランを利用して大阪府域を旅行・宿泊する旅行者に対して、 

旅行・宿泊割引と観光関連施設で使用できるクーポン券を付与するキャンペーンです。 

 

概要は次の通りです。 

 

対  象  者：大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県に在住の方 

利  用  条  件：ワクチン接種歴（3 回）または PCR 検査等で陰性確認ができること 

        ※連泊の場合は 2 連泊まで対象 

旅行代金の割引：おひとり様 1 泊・1 回あたり最大 5,000 円を宿泊・旅行割引 

ク ー ポ ン 券：最大 2,000 円 

 ※旅行開始日から 1 週間またはキャンペーン期間最終日翌日のいずれか 

 早い日付まで利用可能 

※詳細・ご予約につきましては、公式ホームページをご確認ください。 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/news/cat312/welcome2022_sep.html 

 

 

キャンペーン対象 宿泊プラン 概要 
 

●夕・朝食付プラン 

【洋食ディナーコース付き】レギュラーフロア[朝食付] 

 宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

 料金/客室 ： レギュラーフロア スタンダード（30㎡） 

 割引前 20,550円/人～（1室 2名様利用時） 

 →割引適用後料金 15,550 円/人～ + クーポン 2,000円/人 

  ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

 夕  食 ： 洋食ディナーコース 

 メイン料理は魚料理または肉料理からお選びいただけます。 

 （2階 カジュアルレストラン「カフェ クベール」） 

 特  典 ： 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円）  

 

 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/news/cat312/welcome2022_sep.html
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【洋食ディナーフルコース付き】インペリアルフロア ［朝食付］ 

～インペリアルフロア ラウンジ利用対象～ 

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： インペリアルフロア スーペリア（30㎡） 

 割引前 26,350円/人～（1室 2名様利用時） 

 →割引適用後料金 21,350 円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

 夕  食 ： 洋食ディナーフルコース 

  （2階 カジュアルレストラン「カフェ クベール」） 

特  典 ： インペリアルフロア ラウンジ利用 

 直営レストラン 10％割引券 

 ランドリー10％割引 

 ホテルショップ（地下 1階）10％割引 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

 

【中国料理ディナーコース付き】インペリアルフロア[朝食付き]  

～インペリアルフロア ラウンジ利用対象～ 

 宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

 料金/客室 ： インペリアルフロア スーペリア（30㎡） 

 割引前 32,100円/人～（1室 2名様利用時） 

 →割引適用後料金 27,100 円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

 夕  食 ： 中国料理ディナーコース 

  （23階 中国料理「ジャスミンガーデン」） 

 特  典 ： インペリアルフロア ラウンジ利用 

 直営レストラン 10％割引券 

 ランドリー10％割引 

 ホテルショップ（地下 1階）10％割引 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
インペリアルフロア ラウンジ（イメージ）       洋食ディナーコース（イメージ） 
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●朝食付プラン 

【インペリアルフロア】ご宿泊プラン［朝食付］ 

～インペリアルフロア ラウンジ利用対象～ 

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： インペリアルフロア デラックス（40㎡） 

 割引前 24,500円/人～（1室 2名様利用時） 

  →割引適用後料金 19,500円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

特  典 ： インペリアルフロア ラウンジ利用 

 直営レストラン 10％割引券 

 ランドリー10％割引 

 ホテルショップ（地下 1階）10％割引 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

 

【1室 5,000円分ホテルクレジット付！】日曜日～木曜日限定 インペリアルフロア［朝食付］ 

～インペリアルフロア ラウンジ利用対象～ 

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： インペリアルフロア デラックス（40㎡） 

 割引前 26,000円/人～（1室 2名様利用時） 

  →割引適用後料金 21,000円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

特  典 ： ホテルクレジット 1室 5,000 円分（1泊 1室につき） 

 インペリアルフロア ラウンジ利用 

 フィットネスクラブご利用 50%割引 

 ホテルショップ（地下 1階）10％割引 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

 

SNOOPY SNOOPY SNOOPY! 宿泊プラン 

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： レギュラーフロア スーペリア（40㎡） 

 割引前 28,650円/人～（1室 2名様利用時） 

  →割引適用後料金 23,650円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

特  典 ： 「ドアマン・スヌーピー」オリジナルグッズ 

 「ドアマン・スヌーピー」オリジナルルームキー＆キーブックレット 

 ルームサービス 「スヌーピー・ブレックファスト」 

 カフェ クベール「スヌーピー・スペシャルメニュー」10%割引券 

 ホテルショップ 「ドアマン・スヌーピーグッズ」5%割引券 
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【1室 10,000円分ホテルクレジット付！】スイートステイ体験プラン［朝食付］ 

～インペリアルフロア ラウンジ利用対象～ 

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： レギュラーフロア パークスイート（100㎡） 

 割引前 39,000円/人～（1室 2名様利用時） 

  →割引適用後料金 34,000円/人～ + クーポン 2,000円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

特  典 ： ホテルクレジット 1室 10,000円分（1泊 1室につき） 

 インペリアルフロア ラウンジ利用 

 直営レストラン 10%割引券 

 ランドリー10%割引 

 ホテルショップ（地下 1階）10％割引 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

 

 

 
 

 

 

 

 

●室料のみプラン 

【レギュラーフロア】ご宿泊プラン［室料のみ］ 

 宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

 料金/客室 ： レギュラーフロア スタンダード（30㎡） 

 割引前 12,000円/人～（1室 2名様利用時） 

 →割引適用後料金 7,000円/人～ + クーポン 2,000 円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

 特  典 ： 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

  

 

 

レギュラーフロア パークスイート（イメージ） 「ドアマン・スヌーピー」ルーム（イメージ） 
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【1室 5,000円分ホテルクレジット付！】日曜日～木曜日限定 レギュラーフロア［室料のみ］  

宿泊期間 ： 9月 12日(月)～9月 30日（金） 

料金/客室 ： レギュラーフロア スタンダード（30㎡） 

 割引前 13,500円/人～（1室 2名様利用時） 

  →割引適用後料金 8,500円/人～ + クーポン 2,000 円/人 

 ※サービス料・消費税込、宿泊税別。 

特  典 ： ホテルクレジット 1室 5,000 円分（1泊 1室につき） 

 駐車場無料（通常 1泊 1台 2,000円） 

  

 

※詳細・ご予約につきましては、公式ホームページをご確認ください。 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/stay/plan/index.html?pa=0_33 

 

2,000円のクーポン使用対象店舗 

●ホテルショップ 地下 1階 

 チョコレート 1,200円～ 

 フィナンシェ 2,500円～ 

  ※消費税込。 

 

●フランス料理 レ セゾン 23階 

 ランチ 8,800円～ 

 ディナー 17,500円～ 

 

●鉄板焼 嘉門 24階 

 ランチ 8,200円～ 

 ディナー 16,500円～ 

 

●中国料理 ジャスミンガーデン 23階 

 ランチ 5,600円～ 

 ディナー 14,000円～ 

 

※料金はサービス料・消費税込。 

 

 

●メインバー オールドインペリアルバー 2階 

 カクテル 1,760円～ 

 

 

●カジュアルレストラン カフェ クベール 2階 

 ランチ 2,500円～ 

 ディナー 5,700円～ 

 

●ブフェ＆ラウンジ ザ パーク 1階 

 アフタヌーンティー        6,000円 

  スイーツバイキング    平日 6,000円 

             土日祝 6,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/osaka/stay/plan/index.html?pa=0_33

