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Osaka丸鶏の刻 丸鶏素揚げ･こだわりの鳥料理 ［1F］
☎ 06-6354-3535

忘新年会特別コース
円4,500

鶏鍋や当店自慢のお料理が盛り
だくさんです。

［営業時間］11:30～23:00(L.O. 22:30）
平日のみ15:00～17:00 Close

そじ坊  そば処 ［本館1F］
☎ 06-6352-0311

日本酒とおでん盛 円599
おそば屋さんならではの特製お出汁に
つけ、味のよく染みたあつあつおでんです。

［営業時間］ 11：00～23：00（L.O. 22：00）

テーマ・シーン別
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［営業時間］ １２：００～１５：００（L.O. １４：００） １７：００～２３：３０（L.O. ２３：００）

う頂天の看板メニュー、活力あふれ
出すうなぎ料理と、新鮮なお刺身な
どが楽しめるスペシャルコース。美
味しく・楽しく・元気いっぱいに年末
年始をお迎えください！！

［営業時間］月～木■ランチ 10:30～14:30
■ディナー 17:00～23:30（L.O. 23:00）
土10:30～23:30（L.O. 23：00）
日・祝10:30～23:00（L.O. 22:30）

Apizza 京橋店
ピッツェリア ［1F］

☎ 06-6358-3737

本格コース6品＋ピッツァオーダーで
の食べ放題＋デザート食べ放題。

［営業時間］
月～土 11:30～23:00(L.O. 22:30)
日・祝 11:30～22:00(L.O. 21:30)

KI･CHI･RI カジュアルダイニング
☎06-6353-6556

京橋限定ローストビーフ&
フォアグラコース

円4,000
平日3時間飲み放題付きです。宴会におすすめです。

［営業時間］17:00～24:00

京橋個室居酒屋
彩花～iroha～  個室居酒屋
☎ 06-6358-1316

彩華～iroka～コース

生ビール含む3時間飲み放題＋お料理15品付

［営業時間］
17:00～24:00(L.O. フード23:00 ドリンク23:30)
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飲み放題つき 全10品

う頂天コース

円4,500
全8品飲み放題つき

全15品3h飲み放題つき

全8品平日3h飲み放題つき
円4,500円6,000

リーフレットご提示で

女子大満足コース
京阪special

円3,300
66種飲み放題

6品+ピザ食べ放題

GARB DRESSING
レストラン・カフェ
☎ 06-6242-8065

グリルミストグランデ
円4,180

ありそうで無かった4種類のお肉の盛り合わせ！シェアしてお召し上がりください。

［営業時間］月～木 11:30～23:30（L.O. フード22:30 ドリンク23:00）
金～日 11:30～24:00（L.O. フード22:30 ドリンク23:30）

※掲載商品が売り切れの節はご容赦ください。※表示価格はすべて税込です。※掲載写真はイメージです。※掲載内容は変更する場合がございます。

11/30 OPEN

本チラシ持参で
コース料金1,000円OFF!
90分ドリンクラストオーダー、
お席は2時間制とさせて
いただきます。

SCENE
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うなぎ串料理 う頂天 居酒屋
☎ 06-4397-3993

インドレストラン ビンドゥ
インド料理 ［ホテル館5Ｆ］

☎ 06-6357-5560

カクテルを含む全てのドリンクが飲み放題!リーフレット
のご呈示で6名様以上で1名様無料。

食べ飲み放題コース
円3,800飲み放題つき 全11品

［営業時間］■ランチ 11：00～15：00（L.O.15：00）
■ディナー 17：00～22：00（L.O. 22：00）
土日祝 11：00～22：00（L.O. 22：00）

ヒルマン
シンガポール料理 ☎ 06-6355-1800

忘新年会コース 円3,520
定番のペーパーチキンやチリクラブを始め、肉料理と〆のデザート付き。
※プラス1,800円で飲み放題をつけられます。（90分、席120分）

全8品



５５１蓬莱
豚まん　［本館1F］

☎ 06-6356-8676

海老焼売（12個入） 円600
プリプリの海老が入った、一口サイズの贅沢な焼売です。

［営業時間］10:00～21:00

tables cook & jonathan's bookstore
ブックカフェ ［ホテル館2F］☎ 06-6949-8699

ストロベリーブリュレパフェ 円1,550
ブリュレ部分のパリパリ感とイチゴの酸味も効いて意外とサッパリとお召
し上がりいただけます。

［営業時間］■モーニング 8:00～11:00（L.O. 10:30）
■カフェ 8:00～23:00（L.O. 22:00） ■ランチ 11:00～15:00（L.O. 14:30）

STAND NINE
スタンディングバー
☎ 06-4397-3826

生搾りレモンサワー
円400

［営業時間］11:00～24:00

自社青果店より毎日仕入れるフルーツを
使ったサワーです。
世界中より取り揃えた缶詰（350円～）もあ
ります。

HUB京阪京橋店
英国風パブ

☎ 06-4801-8782

ドラフトビール3種
カクテルは100種以上

その他シングルモルトウィスキーやワイン
のご用意もございます！
当日飛込での「2時間飲み放題プラン
（おつまみつき）2,500円/1名様」もご
用意しております。
席数も多く、団体様も大歓迎です！

［営業時間］月～木 12:00～0:00
金・土 12:00～2:00 日 12:00～0:00

円～各種400
SCENE
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花殿 ～ka-den～
近江牛づくし和食 ［ホテル館6Ｆ］

☎ 06-6136-1771

近江牛づくし「人気の赤身」
鉄板ステーキ11品コース

円6,500
デザート以外のすべての料理に近江牛を
使った豪華必食コース。

飲み放題つき 全11品

※宴会は要予約。

博多串焼き もつ鍋
ひょうげもん 京橋店
 居酒屋

☎ 06-6882-2011

［営業時間］17：00～25：00

ホテイヤロッヂ
アウトドアバル ☎ 06-6357-1001

ビアカンチキン＆
BBQ串の旬のコース

円4,500
ビアカンチキンにBBQ串が刺さる
ビックビアカンチキン！！

［営業時間］■ランチ  11：30～14：30 ■カフェ  14：30～17：00
■ディナー 17：00～23：30（L.O. フード22：30 ドリンク23：00）

鮨・酒・肴 杉玉 京橋
寿司居酒屋 ☎ 06-4800-3712

雲丹といくらのこぼれ軍艦 円329
寿司を極めた職人だからこそ生み出せた、一歩先をいく寿司。それこそが
「極み寿司」その極み寿司シリーズで大人気の商品です。

［営業時間］平日11:30～14:30／17:00～23:30
土日祝11:30～15:00／16:00～23:30

鶏とお野菜 はーばーど
鶏とお野菜 ［本館1F］ ☎ 06-6353-6788

女子会にぴったり♪
チェゴチキンコース 円3,278
韓国で人気沸騰★京橋初登場！チェゴ(最高)チキン。4種
のチキン(1,スタンダード2,旨辛ダレ3,メイプルバターアーモ
ンド4,香味醤油だれ)に濃厚チーズをたっぷり絡めてお召し
上がりください♪ 

［営業時間］
月～土 11：00～翌0：00 （L.O. フード23：00 ドリンク23：30）
日、祝日 11：00～23：00 （L.O. フード22：00 ドリンク22：30）
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”地鶏本来の旨み”を味わい尽くす今年のイチ
押しプランです！メインの「水炊き」と豪快に
焼き上げた「名物地鶏炭火焼」や「低温
調理の地鶏砂肝生姜まみれ」など、お酒
と会話が進むちょっと贅沢な一品料
理が多数。ゆったり2.5時間楽しめ
るプレミアム飲み放題付と非常に
満足度の高いコースです。

［営業時間］月～土 17:00～24:00（L.O. 23:00） 
     日 16:00～23:00（L.O. 22:00）

［営業時間］■ランチ 11:00～14:00 ■ディナー 17:00～23:00

お肉の徳田盛り（メガ） 円2,178
牛、鶏、豚が入ったお徳だメニュー（ウニ付き）

［営業時間］
11:00～23：30（L.O. 23：00） ■ランチ 11:00～15:00（昼飲み可）

徳田酒店御肉　京阪高架下店
居酒屋 ☎ 06-6354-7999

ALOHA TABLE Waikiki
ハワイアンカフェ＆ダイニング ☎ 06-4801-8700

ミートコンボ等11品の
お料理が楽しめるマハロコース

円4,500

4種類のお肉料理が楽しめる大満足コース！！今なら3ｈ飲み放
題がついて通常6,028円→4,500円と超お得！！

［営業時間］
11：30～23：30 (L.O. フード22：30 ドリンク23：00)3h飲み放題つき 全11品

飲み放題つき 全10品

SCENE
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当店自慢の博多名物もつ鍋！あっさりしょうゆ
味のスープに上質なホルモンが入ったコク旨
な逸品です！

ひょうげもん名物もつ鍋
円1,210

肉汁餃子と煮込みの酒場。しんちゃん
酒場 ☎ 06-4397-3711

大量の肉汁がお口の中でぶっしゃーと広がります。

［営業時間］12：00～25：00（L.O. フード24:00 ドリンク24:30)

ヤケドに注意！肉汁餃子 円438

鍋一面の背脂は特製出汁と合わさって、やみつき度MAX！わかっちゃいるけどやめ
られない！中毒性の高いお鍋です。野菜はおかわりOK！3名様からご利用可能で
す。

特製出汁のやみつき白鍋 円4,000全7品飲み放題つき

ご宴会最大60名様まで可能です。

宮崎県日向市 塚田農場 京橋店
居酒屋 ☎ 06-6136-1890

［2.5ｈプレミアム飲み放題］地鶏尽くしコース
円5,000全11品2.5h飲み放題つき

近江 ステーキハウス ［ホテル館6Ｆ］ ☎06-6357-3066

グランステーキディナー
国産牛ロース
厳選牛のとろける味わいは極上の贅沢。1ポンド450gのお肉を豪快にシェアでき
るグランステーキは14,600円(税込)～。最大11名様まで可能。 

［営業時間］■ランチ 11:00～15:00  ■ディナー 17:00～22:00

円～14,600全7品


