
 

2019年 11月 14日 
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クロスホテル大阪 

 

 

 

 

 

クロスホテル大阪（所在地：大阪市中央区、総支配人：後藤 修二）は、2019年 12月 21

日（土）～25日（水）のクリスマス期間限定で、3階レストラン「TERRACE & DINING 

ZERO（テラス アンド ダイニング ゼロ）」にて、クリスマスディナーを開催しますのでお

知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス語で「至福」を意味する“félicité（フェリシテ）”をコンセプトにした本格フレ

ンチのフルコース「DINNER DE NOEL 2019」と、ビュッフェスタイルの「FATE DE NOEL 

クリスマスパーティー2019」の 2種類をご用意しました。コースは全 10品で、旬の食材で

ある冬トリュフ、オマール海老などを楽しむことができ、魚と肉料理の両方が味わえるフ

ルコースです。ビュッフェは、クリスマス定番のローストチキンやラクレットなど約 90種

のメニューが揃います。フランスではお祝い事にも使われる、小さなシュークリームをツ

リー状に積み上げた伝統菓子「クロカンブッシュ」も登場し、クリスマス気分が高まるラ

インアップです。 

また、クリスマスディナーコース付きの宿泊プランも販売します。客室には、ゴールド

とシルバーの装飾をあしらった高さ約 120 ㎝のクリスマスツリーを飾り、バラの花びらを

散りばめたベッドデコレーションで特別なクリスマスを演出します。 

クロスホテル大阪は、オリックス不動産株式会社の旅館・ホテル運営の事業ブランド

「ORIX HOTELS & RESORTS」の「シティ」カテゴリーに属しています。大阪・ミナミ

に大人の遊び場として存在し、滞在する「地域・街」の新たな表情を発見していただける

よう、皆さまをお迎えします。 

以 上 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

セールス＆マーケティング課 企画広報担当 中村 

TEL：06-6213-8437  MAIL：xhotel_osaka@x-hotel.jp 

「TERRACE & DINING ZERO」のクリスマスディナー 

旬の冬トリュフやオマール海老など「至福の一皿」を体験 

～本格フレンチのフルコースと約９０種を楽しめるビュッフェの２種類が登場～ 

 

 

クリスマスディナーコースイメージ 



 

1．TERRACE & DINING ZEROクリスマスディナー概要 

【開催期間】2019年 12月 21日（土）～12月 25日（水）の 5日間 

【場 所】クロスホテル大阪 3階 レストラン「TERRACE & DINING ZERO」 

 

（1）クリスマスディナーコース「DINNER DE NOEL 2019」 

フランス語で「至福」を意味する“félicité（フェリシテ）”をコンセプトに、前菜やメイ

ンの魚料理、肉料理など全 10品のフレンチフルコースをご提供します。色鮮やかなグリー

ンピースのムースのほか、フランス産ヤマウズラ、冬トリュフやオマール海老などの旬の

食材をふんだんに使用した料理が揃います。クリスマスの「至福」を一皿一皿に表現した

シェフ自慢の料理をご堪能ください。 

 

【時 間】午後 6時、または午後 7時開始 

【料  金】お一人様 13,200円（税込み）  

【コース構成】アミューズ、アントレ（前菜）2

皿、スープ、ポワソン（魚料理）、

トゥールノルマン、ヴィアンド

（肉料理）、デセールなど全 10品 

【予約期間】2019年 11月 1日（金） 

～12月 18日（水）午後 2時 

【そ の 他】各日 26名限定、完全予約制  

 

（2）クリスマスディナービュッフェ「FATE DE NOEL クリスマスパーティー2019」 

クリスマスの装飾にも使われる「銀の鈴」を意味する“Cloche d'Argent（クロッシュダル

ジョン）”をコンセプトに、クリスマス定番のローストチキンやラクレット、クリスマスツ

リーに見立てたクロカンブッシュなど、クリスマスのベルが聞こえてきそうなわくわく感

を演出するメニューをビュッフェスタイルでご提供します。デートから女子会、ご家族で

のディナーまで、さまざまなシーンで楽しいクリスマスの雰囲気をお楽しみください。 

 

【時  間】午後 6時～午後 8時 30分（L.O.） 

【料 金】大人 8,400円、お子さま（小学生

以下）4,200円（税込み） 

【料 理】ローストチキン、ラクレット、ク

ロカンブッシュなど約 90種（ノ

ンアルコールカクテル 1杯付き） 

【予約期間】2019年 11月 1日（金）～12月 

 18日（水） 

【そ の 他】各日 40名限定、ご予約優先 
ディナービュッフェ（イメージ） 

ディナーコース（イメージ） 



 

（3）予約方法 

レストラン公式ウェブサイト：https://www.crosshotel.com/osaka/restaurant 

電話：06-6213-8291 （レストラン直通） 受付時間：午前 10時～午後 10時 

※予約がない場合もご利用いただけますが、満席時はご予約を承れない場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※食材の入荷状況により、コース構成、メニュー内容を変更する場合がございます。 

※アレルギー対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

2．クリスマスディナーコース付き宿泊プラン 

レストラン「TERRACE & DINING ZERO」でのクリスマスディナーコース「DINNER 

DE NOEL 2019」の後は、クリスマス装飾を施したお部屋でおくつろぎください。ゴール

ドとシルバーでシックに仕上げた高さ約 120 cmのクリスマスツリーのほか、サプライズに

も喜ばれるバラの花びらを散りばめたベッドデコレーションがお出迎えします。朝食ビュ

ッフェ付きで、当ホテルでゆっくりとクリスマスの夜を満喫いただける期間限定の宿泊プ

ランです。 

【宿泊期間】2019年 12月 21日（土）～12月 25日（木） 

【料  金】ダブル 1室 2名利用 64,224円～   

（クリスマスディナーコース、ウエルカムシャンパン 1 杯、バスエッセンス、

バラのベッドデコレーション、クリスマスツリー装飾、朝食付き） 

※消費税、サービス料、宿泊税が含まれます。 

【そ の 他】各日 3室限定販売 

【予約期間】2019年 11月 1日（金）～12月 18日（水） 

【予約方法】セールス＆マーケティング課 TEL：06-6213-8281（代表） 

      ホテル公式ウェブサイト：https://www.crosshotel.com/osaka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスディナーコース付き宿泊プラン客室（イメージ） 

https://www.crosshotel.com/osaka/restaurant
https://www.crosshotel.com/osaka/


 

3．レストラン「TERRACE & DINING ZERO」概要 

6つのゾーンに分かれた 183席のレストランです。3つのダイニング、待ち合わせにも最

適なバー、高級感のあるプライベートダイニング（個室）、開放的なオープンテラスがあり、

カジュアルからフォーマルまでさまざまな利用シーンに対応します。ビュッフェスタイルの

朝食、本格フレンチのメインディッシュを選べるランチ、カジュアルにフレンチを楽しめる

ブラッセリー、モダンフレンチのコースを堪能できるディナーと、オールデイダイニングと

して、各時間帯で異なるメニューをライブ感あふれるオープンキッチンからお届けします。 

【営業時間】 

朝食  7：00～10：00（L.O.） 

ランチ  11：30～14：00（L.O.） 

カフェ&ブラッセリー 14：00～21：30（L.O.） 

ディナー（フレンチコース） 18：00～21：30（L.O.） 

バー  14：00～23：30（L.O.） 

（バーフードメニュー提供時間） 21：30～23：30（L.O.） 

閉店時間 24：00 

 

4.「クロスホテル大阪」施設概要                                                        

「クロスホテル大阪」は、人・時・縁を結ぶホテルをコンセプトに、情報、街のエネル

ギーと好奇心がクロスする都市大阪に位置する、洗練された機能とサービスで新しいホテ

ルライフを創造する大人のためのホテルです。オリックス不動産の旅館・ホテル運営の事

業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の「シティ」カテゴリーのホテルとして、そ

の「地域・街」を館内でも体験いただけます。 

 

所 在 地     大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2丁目 5番 15号 

施 設 規 模 客室数：229室  収容人数：467名 

料 飲 施 設 「TERRACE & DINING ZERO（テラス アンド ダイニング ゼロ）」 

交通アクセス 

 

 

 

地下鉄御堂筋線なんば駅 14号出口より徒歩約 3分    

地下鉄四つ橋線なんば駅 14号出口より徒歩約 3分 

地下鉄心斎橋駅 4-B号出口より徒歩約 5分     

近鉄大阪難波駅 東出口を出て 14号出口より徒歩約 3分 

南海難波駅 徒歩約 10分 

電 話 番 号 06-6213-8281（代表） 

運 営 会 社 クロスホテルズ株式会社（オリックスグループ 100%出資） 

U R L https://www.crosshotel.com/osaka/ 

 
 
 
 
 

https://www.crosshotel.com/osaka/


 

5．ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」概要                        

オリックス不動産株式会社が運営する宿施設のうち国内 12施設を対象とした旅館・ホテ

ル運営の事業ブランドです。 

ブランドのコンセプトは、「また行きたい、と思っていただける場所。」お客さまのさま

ざまなご要望やときにはお客さま自身も気づかないニーズに対して新鮮なご提案のできる

存在でありたいと考えています。 https://www.orixhotelsandresorts.com/ 

 

（1）宿泊施設一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）事業ブランドにおけるカテゴリー概要 

  「ORIX HOTELS & RESORTS」のブランドは、4つのカテゴリーで展開します。ご年

齢や同行者、旅の目的や仕方などさまざまな利用シーンにあった旅のご提案ができるブ

ランドを目指します。 

 【ブランドカテゴリー】 

https://www.orixhotelsandresorts.com/

