
チェックイン 15:00 /チェックアウト 11:00

地上16階建てのホテルと

街に開かれた街園が一体となり、

都市の中に潤い豊かな環境を描き出します。

心身を解きほぐす、

次の癒しをもたらす非日常空間です。

ここで過ごすゲストだけのための、

新しいリラクゼーションを叶えます。

洗練された寛ぎと
癒しを叶えるクオリティを
備えて、大阪に新しい
心地よさをここから

大浴場大浴場 レストラン

ロビー

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-4-15

TEL: 06-6444-1131 FAX: 06-6444-3103
https://www.gardenhotels.co.jp/

osaka-premier/



【26-31m2】★デラックスツイン
高層階の眺望を楽しめるツインルーム。幅123cmのベッドを2台設置。
ご夫婦や友人など、観光利用に最適なツインタイプです。

モデレートクイーン
ゆったりとくつろげる幅164cmのクイーンベッドを配置。
ビジネス・観光をサポートいたします。

モデレートツイン
広めの客室に、幅123cmのベッドを2台設置。
ご夫婦や友人など、観光利用に最適なツインタイプです。

★スーペリアダブルＥＡＳＴ
幅140cmのダブルベッドを配置。
高層階に位置し、眺望をお楽しみいただけます。

★スーペリアダブル
高層階に位置し、幅140cmのダブルベッドを設置。
広いデスクを用意し、ビジネス利用にも快適です。

【22m2】

【22m2】

【22m2】

【22m2】

【26-28m2】

【22m2】 ★ジュニアスイートツイン
高層階の眺望を楽しめる、広めのツインルーム。
ご家族やお二人で過ごす誕生日や記念日など、
特別な一日を演出いたします。

【48m2】

★スーペリアクイーン
高層階の眺望を楽しめる開放的なオープン洗面を特徴
としたクイーンルーム。幅164cmの広めのベッドを用意
し、ビジネスや観光を快適にサポートします。

【22m2】 ★：コンセプトルーム
特典としてラウンジがご利用いただけます。
※詳細はラウンジの案内ページをご覧ください。

アクセシブル
幅123㎝のシングルベッドを配置。
車椅子でも快適にご利用いただけるゆとりのある客室
です。

【28m2】トリプル
幅97cmのベッドを3台設置。
ご家族や友人など、観光利用に最適な
トリプルタイプです。

【31m2】モデレートダブル
幅140cmのダブルベッドを配置。
広いデスクを用意し、
ビジネスを快適にサポートいたします。

コンフォートダブル
幅140cmのダブルベッドを配置。
バスタブを設けず、シャワーブースにし居室を
広めにした客室で、ビジネス・観光にも最適です。

全館無線LAN完備
客室やロビー、レストランなど、無線LANによる
インターネット接続(無料)を完備。
スマートフォンやタブレット端末も快適にご利用頂けます。

※本客室の面積はＰＳ（パイプスペース）を含む壁芯で計算した概算の表示です。 ※チェックイン時のご精算をお願いしております。
※サービス料はいただきません。

インターネット接続

アメニティ ●歯ブラシセット
●ボディーソープ
●シャワーキャップ
●コーヒー

●コットン＆ヘアゴム
●フェイス ハンドソープ
●綿棒
●煎茶

●シャンプー
●レザー
●ミネラルウォーター

●コンディショナー
●ヘアブラシ
●ナイトウェア

客室の特徴
靴を脱ぎ素足でくつろげるフローリングスタイルで、
バスルーム・パウダースペース・
トイレという水まわり3点が独立しています。

スーペリアクイーン デラックスツイン

Guest room information



目の前の街園を望みながら過ごせるレストラン。
朝は清 し々い光に迎えられ、夜には木々のゆらぎを感じながら、
ここでしか味わえない博多、
九州の美味を探訪することができます。

Restaurant

庭園浴場（GARDEN SPA） 【16F】

LOUNGE
Rivière 【16F】

庭園に面した男性用SPA、坪庭に面したジャグジー付きの女性用SPAをご用意。
人工炭酸泉を使用したガーデンSPAは、心と体のお疲れを解きほぐします。
女性用には、パウダールームも備えております。
● 料　金…宿泊者専用：無料　　● 利用時間…15：00～翌09：00

● 備品・アメニティ…シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

コーヒー・紅茶・ソフトドリンク・スタッフ
セレクトのお菓子や書籍をご用意。
18：00～21：00の時間帯は生ビール・
ワインもご用意しておりますので、
セルフサービスでお愉しみください。  

● 料　　金…
　13F～15F宿泊者専用：無料

● 利用時間…
　15：00～25：00 / 06：00～09：00

※タオル・アメニティ類は、客室よりお持ちください。 ※泥酔者および刺青（入れ墨）・タトゥーをされている方のご利用・ご入場はお断りしております。

朝　食

フロア

電話番号

営業時間

座席数

禁煙／喫煙

お一人様 2,200円　　  小学生未満無料

2F

06-6446-0003

朝  06：30～10：00（最終入店 09：30）

昼  11：30～14：00（最終入店 13：30）

夜  17：30～24：00（最終入店 23：30）
　　　　　　　   　〈お食事ラストオーダー　22：00〉

52席

全席終日禁煙

Information
（税込）

九州の旬 博多廊 【2F】

Restaurant  & Facilities



● 地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅2番出口より徒歩5分
● 京阪中之島線「渡辺橋」駅2番出口より徒歩3分

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-4-15  TEL: 06-6444-1131  FAX: 06-6444-3103
https: // www.gardenhotels.co.jp/osaka-premier/

チェックイン 15:00 /チェックアウト 11:00

電車

関西国際空港をご利用の場合
● 電車で約70分
● リムジンバスと弊社シャトルバスにて約85分

大阪国際空港（伊丹空港）をご利用の場合
● 電車で約45分
● リムジンバスと弊社シャトルバスにて約40分

空港から

● 京都方面から 阪神高速11号池田線 福島出口より約10分
● 神戸方面から 阪神高速3号神戸線 中之島西出口より約5分

● なんば方面から 阪神高速1号 環状線 土佐堀出口より約5分

車

駐車場

□ 料金・・・・・・・・・2,000円（税込） /1泊あたり　（15：00～翌11：00まで）※満車の際は、近隣のコインパーキングをご案内いたします。

□ 台数・・・・・・・・・36台※先着順となり、事前のご予約は承りかねます。

□車両制限・・・車高：2,000mm以下  全長：5,300mm以下  全幅：2,000mm以下  最低地上高：110mm以上

～ホテルから近い観光スポット～

ホテルインフォメーション

レストラン
九州の旬 博多廊
● 朝 ・・・・・・・・・・・  06：30～10：00（最終入店 09：30）
● 昼 ・・・・・・・・・・・ 11：30～14：00（最終入店 13：30）
● 夜 ・・・・・・・・・・・ 17：30～24：00（最終入店 23：30）

● TEL.06-6446-0003

その他施設
庭園 浴場(GARDEN SPA)
● 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・宿泊者専用・無料
● 利用時間 ・・・・・・・・・・・・・15：00～翌09：00

LOUNGE Rivière
● 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・13F～15F宿泊者専用・無料
● 利用時間 ・・・・・・・・・・・・・   15：00～25：00 / 06：00～09：00

 【16F】

【16F】

【2F】

● 道頓堀  ・・・・・・・・・・・・・電車利用で10分
● 大阪天満宮  ・・・・・・・・ 電車利用で20分
● 国立国際美術館 ・・・・・ホテルより徒歩約2分
● 大阪市立科学館 ・・・・・ホテルより徒歩約3分

● USJ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・電車利用で30分
● 海遊館  ・・・・・・・・・・・・・・・電車利用で30分
● 大阪城  ・・・・・・・・・・・・・・・電車利用で30分
● 空中庭園展望台  ・・・・・・電車利用で20分

JR大阪駅「桜橋口高架下」から三井ガーデンホテル大阪プレミアまで「無料シャトルバス」を毎日運行します。
（所要時間約10分）
ＪＲ大阪駅発 07:10～21:40 /ホテル発 07:00～21:30
※交通事情により、発車時間や運行ルートが変更になる場合があります。 ※定員を超える場合は、乗車できない場合があります。

（ホテルからのアクセス）

〈お食事ラストオーダー 22:00〉

シャトルバスのご案内 時刻表・乗場（PDF）

Access Map

詳しいマップはこちらからご覧ください。Google mapへ click!
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三井ガーデンホテル
大阪プレミア

http://goo.gl/VG7fjR
https://www.gardenhotels.co.jp/osaka-premier/pdf/mgh-osakapremier-shuttlebus202301.pdf
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