
 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE              

 

2020年 5月 27日 

株式会社パレスホテル 

 
 

パレスホテルによる宿泊主体型ホテル 

「Zentis Osaka （ゼンティス大阪）」開業予定日変更 

2020 年 7月 15日（水）開業 
～2020 年 6 月 1 日（月）10:00 am から宿泊予約開始～ 

 
  

 

株式会社パレスホテル(本社：東京都千代田区、社長：吉原 大介）は、 

新たな事業として大阪市北区堂島浜にて開発を進めている、宿泊主体型 

ホテル 「 Zentis Osaka （ゼンティス大阪 ) 」の開業日を当初予定の         

2020 年 6 月 5 日（金）から 7 月 15 日（水）に変更いたします。また、開業に 

先駆け、ご宿泊の予約受付を 2020 年 6 月 1 日（月） 10:00 am より       

開始いたします。 

 

Zentis Osakaは、「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所」を

コンセプトに、洗練されたデザインとサービスで国内外のゲストの感性に  

響く、上質で快適なホテルステイを提供することを目指します。 

 

ホテルは地上 16 階建て複合施設の 1 階から 13 階で、1 階に宿泊者向け

ロビーラウンジ、 2 階にレストラン＆バーラウンジ、 3 階～ 13 階に           

スイート 2 室含む全 212 室の客室が位置します。内装は世界的インテリア  

デザイナーであるタラ・バーナード氏率いる「タラ・バーナード＆パート    

ナーズ」が担当し、自然な素材と色を基調にしたデザインとなっています。 

また、レストラン＆バーラウンジは、東京・中目黒のミシュラン一つ星

「CRAFTALE」のエグゼクティブシェフ大土橋真也氏が監修する、季節の食材 

をふんだんに取り入れた五感をくすぐる料理を提供します。 

 

 

開業日 

2020年 7月 15日（水） 

 

ご予約方法 

2020年 6月 1日（月） 10:00 am～ 

電話もしくはウェブサイトにて承ります。 

TEL： 06-4796-0111 (10:00 am～5:00 pm) 

Zentis Osaka ウェブサイト：     

https://zentishotels.com 

 

客室概要 

全 212室の客室は、Studio（ステュディオ）25㎡ (169室)、Corner Studio（コーナーステュディオ）32㎡ （41室）、

Suite（スイート）57 ㎡ （2 室）の 3 タイプで、インテリアには温かみのある自然な素材や色を取り入れ、        

コンパクトながらも必要な機能が詰まったデザインとなっております。 

 

外観イメージ 

ロビーイメージ 

https://zentishotels.com/


 

 

 

 

 

＜客室タイプ・料金＞ 

Studio（ステュディオ） 25㎡   

1～2名利用 1室 18,300円～  

キング（ベッドサイズ：2,030×1,810mm）  

シャワールーム付き 
※アクセシブルルーム（1 室） 

クイーンサイズ （ベッドサイズ：2,030×1,620mm） 

 

Corner Studio（コーナーステュディオ） 32㎡  

1～3名利用 1室 24,300円～ 

ツイン（ベッドサイズ：2,030×1,210mm） 

バスタブ＆シャワールーム付き 
※オーバーサイズキング（ハリウッドツイン）対応可 

 

Suite（スイート） 57㎡  

1～3名利用 1室 50,000円～ 

ツイン（ベッドサイズ：2,030×1,210mm）  

バスタブ＆シャワールーム付き 
※オーバーサイズキング（ハリウッドツイン）対応可 

*価格はすべてサービス料・消費税別です。 

 

＜共通施設＞ 

１F 宿泊者ラウンジ： コーヒー（無料）、ドリンク販売 

2F 多目的ルーム「Room 001」： ランドリー、アイロン・アイロン台 / フィットネス 

 

レストラン概要 

レス トラン＆バーラウンジ 「 UPSTAIRZ （ アップステアーズ） 」は、           

ブレックファストからディナーまでご利用いただけるオールデイダイニング  

レストランに、アフタヌーンティーやカクテルをお楽しみいただける        

バーラウンジが併設された、スタイリッシュな空間です。また、個室や    

テラス席もあり、様々なシーンや用途で重宝します。 

 

「UPSTAIRZ」のヘッドシェフには、日本とフランスで研鑽を積んだ   

山田泰司氏を迎え、東京・中目黒のミシュラン一つ星「CRAFTALE」兼

「UPSTAIRZ」のエグゼクティブシェフである大土橋真也氏がプロデュース 

する、大阪の食文化に敬意を払い、五感に響く料理の数々を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio 客室イメージ 

エグゼクティブシェフ 大土橋真也氏 

デザートイメージ ディナーイメージ ヘッドシェフ 山田泰司氏 



 

 

 

 

 

＜店舗＞ 

レストラン＆バーラウンジ「UPSTAIRZ（アップステアーズ）」 

 

予約受付   ： TEL 06-4796-3200 

席数      ： 1１6席  
（レストラン 54 席（個室 1 室 8 席含む）、 

バーラウンジ 38 席、テラス 24 席） 

営業時間   ： 

＜レストラン＞ 

ブレックファスト  7:00 am～10:00 am  

ランチ         11:30 am～3:00 pm (2:00 pm L.O.) 

ディナー      5:30 pm～11:00 pm (10:00 pm L.O.) 

＜バーラウンジ＞ 

カフェラウンジ  10:00 am～midnight (11:00 pm L.O.)   

バーカウンター  2:00 pm～midnight (11:30 pm L.O.)        
 

ホテル概要 

■ホ テ ル ： Zentis Osaka （ゼンティス大阪） 

■開 業 日 ： 2020年 7月 15日（水） 

■所 在 地 ： 大阪市北区堂島浜１丁目 4番 26号 

■構   造 ： Ｓ造、地下１階・地上 16階・塔屋１階 

 (ホテルフロア：１階～13階） 

■延床面積： 12,136.82㎡（3,671.38坪） 

（ホテル延床面積：9,153.15㎡） 

■所 有 者： 関電不動産開発株式会社 

■設    計： 株式会社都市建・鹿島建設株式会社 

■施    工： 鹿島建設株式会社 

■デザイン ： タラ・バーナード＆パートナーズ  

代表タラ・バーナード 

■運営会社: 株式会社パレスホテルマネジメント 

■客  室  数： 212の客室（スイート含む） 

■客室の広さ： 25㎡～57㎡ 

■料飲施設： レストラン＆バーラウンジ「UPSTAIRZ（アップステアーズ）」 

運営会社 株式会社カフェ 

■そ の 他： Room 001（多目的ルーム）、フィットネス 

■ア ク セ ス ： ＪＲ「大阪」駅 徒歩約 12分、ＪＲ東西線「北新地」駅 徒歩約 4分、 

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩約 7分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約 4分 

 

 

株式会社パレスホテルについて 

株式会社パレスホテルは、 1961 年に創業し、 2012 年に建て替えを経てグランドオープンした              

「パレスホテル東京」と「パレスビル」などを運営。半世紀にわたり培ってきた“お客様一人ひとりに寄り添った    

サービス”をご提供しております。パレスホテルグループには、「ホテルグランドパレス」、「パレスホテル立川」、 

「パレスホテル大宮」があります。 

 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

株式会社パレスホテル 

ブランド戦略室 マーケティング課 金（キム） 

電話 03-3211-5278 ／ E-mail：press@zentishotels.com 

ブランドロゴ 

レストラン＆バーラウンジ「UPSTAIRZ」イメージ 

mailto:press@zentishotels.com

