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板前が目の前で握るお寿司をお好きなだけ楽しめる、寿司食べ放題！

Sushi lovers, spoil yourself with Genji’s all-you-can-eat sushi on weekends.
Our masterful sushi chef prepares each dish before your eyes. Counter seats are limited,
so remember to make reservations in advance!
板前が握るお寿司を、
カウンターでお好きなだけ楽しめる大人気の寿司食べ放題。
洗練された店内で、板前との会話に花を咲かせながらいただくお寿司は、
まさに絶品。

3階 日本料理 源氏 Japanese Restaurant Genji (3F)

■ 寿司食べ放題（ 1 時間制限）Sushi All You Can Eat (1 Hour)
金・土・日・祝 Fri, Sat, Sun & Holidays 11:30am〜2:30pm 3部制 3 sittings 11:30am〜 / 12:45pm〜 / 2:00pm〜
￥3,600 / Child（Ages 6-12）
お一人様 ￥5,800 / Person お子様（6歳〜12歳）
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※席数限定のため、
お電話でご予約ください。

苺デザートと点心 9 種が食べ放題「ストロベリー & 点心ランチブッフェ」 〜 5月28日

Gourmands gather when strawberries star in Chinese cuisine.
Colourful dim sum, our popular ”Strawberry Sweet & Sour Pork”, and a superb selection of strawberry desserts
await discerning diners at Dynasty restaurant. Daily until May 28.
苺のデザート15種類とカラフルな点心 9種類、
スープ、
炒飯が食べ放題。
さらに、
フレッシュ苺とピューレを使った
「ストロベリー酢豚」
ほか、
「海老のチリソース」、
「 鶏肉の沙茶醤炒め」
の3 種から 1 品をお選び
いただけるボリューム満点のランチブッフェ。
お花畑のような点心やキュートな苺デザートは、
これから春にかけての女子会にもぴったり。

3階 中国料理 王朝 Chinese Restaurant Dynasty (3F)

■ ストロベリー & 点心ランチブッフェ Strawberry & Dim Sum Lunch Buffet
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月〜金 Mon - Fri 11:30am〜2:30pm お一人様 ￥3,900 / Person お子様（4歳〜12歳）
￥2,200 / Child（Ages 4-12）
土・日・祝 Sat, Sun & Holidays 2部制 2 sittings 11:30am〜1:00pm / 1:15pm〜2:30pm お一人様 ￥4,200 / Person お子様（4歳〜12歳）
￥2,500 / Child（Ages 4-12）

2階 ブラッセリー チェッカーズでも、各国の個性あふれる苺デザートで世界旅行気分を楽しむ「ストロベリーデザートブッフェ 〜イッツ ア ストロベリーワールド〜」を毎日開催。
At Checkers, experience the wonderful strawberry desserts from many countries.

ドリンクが半額で楽しめるハッピーアワーで 気分をリフレッシュ

After spending all day striding the city streets or working hard in the office, there comes the time you’re
feeling desperate for a refreshing glass of beer.
Head on up to Windows on the World, our top-floor Sky Lounge featuring fabulous city views.
Happy Hour is from 5:30pm to 7pm, so enjoy selected beverages for 50% off and no cover charge.

昼間の観光や、
お仕事がひと段落した午後は、
ちょっと気分転換。
ドリンクを半額 & カバーチャージ無料でお楽しみいただける
「ハッピーアワー」
を毎日開催しています。
午後 5 時 30 分から7 時は、
大阪市街を一望できるホテル最上階のスカイラウンジにて、
お気に入りの一杯をお楽しみください。

35階 スカイラウンジ ウインドーズ オン ザ ワールド Sky Lounge Windows on the World (35F)

■ ハッピーアワー Happy Hour 毎日 Daily 5:30pm〜7:00pm
スタンダードカクテル・ビール・ウイスキー・ワイン・ソフトドリンク半額
（メニューよりお選びいただけます）。カバーチャージ無料。
Cocktails, beers, whiskys, wine and soft drinks are served with an enticing 50% discount. (You can choose from the menu.)
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特に記述のない上記各料金には、税金・サービス料が加算されます。メニューやプロモーション内容、料金は、変更の場合がございますのでご了承ください。写真はイメージです。
Above prices are subject to tax and service charge. Please note that prices, menu and promotion may be subject to change without notice. Images are for illustrative purposes only.

ご予約・お問い合わせ／ヒルトン大阪レストラン予約 tel: 06-6347-0310 email: OSAHI.FBReservations@hilton.com

For reservations, call Hilton Osaka Restaurant Reservations on 06-6347-0310.

ヒルトン大阪 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目8番8号 tel:06-6347-7111（代表） Hilton Osaka 8-8, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka 530-0001 Japan
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