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Zentis Osaka の洗練された空間とハイエンドオーディオで音楽体験を楽しむイベント 
世界的アーティストのメモリアルデーに、最高の音を堪能 

大阪・堂島浜に位置する Zentis Osaka（読み：ゼンティス大阪 所在地：大阪市北区堂島浜 1-4-26、総支配人：安井淳）
は、上質な音楽体験を楽しむイベント「Salon de Zentis」Vol. 4 “Billie Holiday” （サロン ド ゼンティス ボリューム 4    

ビリー・ホリデイ）を 7 月 17 日（日）に開催いたします。 

本イベントは、「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」をコンセプトに掲げ、今まで出会うことの    
なかった人々、ビジョン、価値観、アイディアと出会う場所を目指すZentis Osakaにて、Technicsの最高級サウンド   

システムで上質な音楽体験を実現するイベントです。音楽・映画・美術・舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデュー
サー・立川直樹（たちかわ なおき）氏を迎え、世界中の名アーティストの中からデザインや本質にこだわるZentis Osaka

の空間を引き立てる音楽をセレクトし、ホテルならではの寛ぎを与える空間でさらなる知的邂逅の機会を提供いたします。 

第四弾は、本イベント Vol.1 でも好評を博した女性ジャズ・ヴォーカリスト御三家の一人ビリー・ホリデイをクローズ
アップ。彼女の壮絶な人生、人間の悲しみや苦しみを全身で表現した力強い歌声は、現在でも人々を魅了し続けて    
います。いつまでも色褪せることのない名曲たちが、彼女の命日に鮮やかに蘇ります。 

ホテル2 階の「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」からは、ビリー・ホリデイが愛したカクテルを現代風にアレンジ
した一杯や自伝「奇妙な果実」よりイメージした特別カクテル、シェフが本イベントのためだけに考案したディナー   
コースをご提供。イベント後には、爽やかな風が心地よいテラス席にて立川氏による濃密な音楽談義を堪能する    

アフターサロンもご用意いたします。デザインにこだわった洗練されたホテル空間を満喫しながら、最高音質で世界的  
アーティストの歌声に包まれる Zentis Osaka ならではの音楽体験をお楽しみください。 

「Salon de Zentis」は今後 9 月 15 日（木）に“Richard Wright (Pink Floyd)”、11 月 7 日（月）に“Leonard Cohen”を

開催予定です。  
※諸般の事情により、イベント内容に一部変更が生じる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。 

 

 

 

 

 



 
 
●イベント概要 

イベント名   ：「Salon de Zentis」Vol.4 “Billie Holiday” 

日時      ： 2022 年7 月17 日（日） 

受付 18:30～ 

ディナー 19:00～20:30／セッション 20:30～22:00 

会場            ： Zentis Osaka 2 階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 

料金            ： 20,000 円（サービス料 10％・消費税込み） 

ディナーコース付き ※カクテルは別料金 

内容      ： ＜カクテル＞ 

・Summer Time Stinger        1,936 円（サービス料 10％・消費税込み） 

 ビリー・ホリデイが愛したクラシックカクテル スティンガーを現代風にアレンジ 

 爽やかな味わいの中にしっかりとしたコクが感じられる一杯 

・Top and Bottom           2,178 円（サービス料 10％・消費税込み） 

 ビリー・ホリデイ自伝「奇妙な果実」の一説より引用して作ったカクテル 

＜ディナー＞ 

シェフが本イベントのためだけに考案した特別ディナーコース 

＜セッション＞ 

立川直樹氏によるアーティストや音楽・レコードに関する 

豊富なエピソードとトークを交えて披露 

予約受付    ： 06-4796-3200（「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」） 

          6 月 7 日（火）より受付開始  

URL ： https://zentishotels.com/ja/osaka/news/event/202206063284/ 

主催      ： Zentis Osaka  

プロデューサー ： 立川直樹 

製作      ： 

協力      ：  

 

 

●「Salon de Zentis」アフターサロン概要 

イベント名   ：「Salon de Zentis」アフターサロン 

日時      ： 2022 年7 月17 日（日）22:00～midnight 

会場      ： Zentis Osaka 2 階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」テラス席 

料金            ： 5,000 円（サービス料 10％・消費税込み） 

1 ドリンク、軽食付き 

内容      ： Technics のハイエンドオーディオで音楽を楽しみながら 

          立川氏との濃密な音楽談議を個別に楽しむ特別なひと時 

予約受付    ： 06-4796-3200（「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」） 

宿泊プラン   ： 「Salon de Zentis」アフターサロン付き宿泊プラン 

部屋タイプ   

Studio（25 ㎡） 2 名様 20,756 円～ 

Corner Studio（32 ㎡） 2 名様 32,216 円～ 

※上記金額は「Salon de Zentis」ディナー・セッション参加費は含まれません。 

※サービス料10％・消費税・宿泊税込み ※1 泊2 日・1 室利用料金 

 

「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 

テラス席 



 
 

 

●Billie Holiday（ビリー・ホリデイ）1915.4.7 - 1959.7.17 

「レディ・デイ」の愛称で呼ばれる不世出のシンガー。サラ・ヴォーンやエラ・フィッツ

ジェラルドと並び、女性ジャズ・ヴォーカリスト御三家の一人に数えられる。人種差別や

薬物依存症、アルコール依存症と闘うなど、苦渋に満ちた人生から全身全霊で搾り出す歌

声は未だに人々を魅了し続けている。代表的なレパートリーであった「奇妙な果実

(Strange Fruit)」や「神よめぐみを(God Bless the Child)」、「I Loves You, Porgy」、「Fine 

and Mellow」などは、後年に多くのミュージシャンに取り上げられるジャズ・ 

ヴォーカルの古典となった。 

 

 
●プロデューサー 立川直樹（たちかわ なおき）氏    
1949年生まれ。70年代の始まりから、メディアの交流をテーマに音楽、  

映画、美術、舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー・ディレ

クター。分野はロック、ジャズ、クラシック、映画音楽、アート、舞台美

術、都市開発と多岐に渡り、音楽評論家・エッセイストとしても独自の  

視点で人気を集める。『シャングリラの予言』、『セルジュ・ゲンズブー

ルとの一週間』、『TOKYO1969』『ザ・ライナーノーツ』

『CONVERSATION PEACE ロックンロールを巡る10の対話』『I Stand 

Alone』『音楽の聴き方』など著書多数。 
 

 

●「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 

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プンキッチンの

オールデイダイニングに、アフタヌーンティーやカクテルをお楽しみ    

いただけるラウンジ・バーエリアが一体となり、朝と夜とで異なる雰囲気

を見せる、スタイリッシュな空間が広がります。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。 

東京・中目黒「CRAFTALE」のエグゼクティブシェフ・大土橋真也氏が   

プロデュースし、ヘッドシェフには日本とフランスで研鑽を積んだ   

山田泰司氏を迎えました。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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billie Holiday 

「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 

立川直樹氏 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zentis Osaka (ゼンティス大阪) 
2020 年 7 月に開業した、大阪・堂島浜に位置するホテル。パレスホテルが展開する宿泊主体型の新ブランド。 
「Zentis」とは、究極を象徴する「Z」と、ラテン語で本質を表す「entis」、また日本語の「zento（前途）」、「en（縁）」
から作られた造語。自らのライフスタイルの本質を極める人達が、暮らすように滞在を楽しみながら、前途を切り拓
き、縁とめぐり合える場所になるという想いを込めています。 
 
インテリアデザインは、「SIXTY SoHo New York」や「The Hari London」など世界のラグジュアリーホテルのデザイン
を数多く手がけた、「タラ・バーナード＆パートナーズ」の創始者 タラ・バーナードが担当。大阪の中心で知的好奇心を
くすぐるような体験を求める、洗練されたゲストをターゲットに、自然な素材や色を基調としたデザインとなっています。
1 階は大きなガラス窓から自然光を取り入れた開放的かつ温かみのある空間が広がり、中心には 1 階から 2 階へと続く石
の階段を設けました。 
 
1 階ロビー中央奥に広がる、ゆったりとしたゲストラウンジは、宿泊者専用で 24 時間ご利用いただけます。周りを気に
せずに PC を開いて仕事ができるボックス席、夜に灯される暖炉の前にはゆったりとしたソファ、緑に囲まれ心地よい風
を感じるガーデンなど、無料のコーヒーや紅茶とともに、それぞれのライフスタイルに沿ってお過ごしいただけます。 
 
スイート 2 室を含む全 212の客室にも温かみのある自然な素材や色を取り入れ、日本人アーティスト江原正美氏の作品を
アクセントとしています。客室入口付近には、携帯電話やルームキーなどのちょっとした荷物を置きたくなる使いやすい
カウンターを配置。広々とした印象を与えるオープンクローゼットや、デスクワークもしやすいように配置されたテーブ
ルとチェア、ソファ、スタンドライトなど、コンパクトながらも必要な機能が詰まった設えも特徴です。全室 Apple TV を
完備、Netflix や Amazon Prime などのアプリに接続し、あえて自宅のようにゆっくりと映画をお楽しみいただけます。 
バスアメニティにはオーストラリアの自然派スキンケアブランド「Hunter Lab」をご用意しています。 
 
そして、「最高の身支度を整える場所」をコンセプトにした、宿泊者専用の 24 時間利用可能な多目的ルーム「Room 001」
にもご注目ください。ランドリーやアイロン・アイロン台、ネスプレッソのコーヒーメーカー、デザインや大阪に関する
書籍に加え、靴磨き師によるシューシャインサービスや、フレグランスアドバイザーが選んだその時の気分や季節にふさ
わしい香水をお試しいただけるフレグランスバーを設置。お出かけ前に立ち寄り必須のスペースです。 
 

 

 

 
ブランドコンセプト 

「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」 
今まで出会うことのなかった人々、ビジョン、価値観、アイディア 

そんな「新しい何か」との知的邂逅がゲストに新たな息吹を与える場所を目指します 



 
ホテル概要 

■名 称： 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 
  1 階 フロント、ゲストラウンジ 
  2 階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 
   多目的ルーム「Room 001」、フィットネス 
  3～13 階 客室 
■延 床 面 積 ： 9,153.15 ㎡（2,767.46 坪） 
■経 営 会 社： 株式会社パレスホテル 
■運 営 会 社： 株式会社パレスホテルマネジメント 
■総 支 配 人： 安井 淳 
■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 
■客  室： 212 室（スイート 2 室含む、25 ㎡～57 ㎡） 
■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 4 分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約 4 分 
■公式サイト： https://zentishotels.com/ja/osaka/ 
■Facebook： https://www.facebook.com/zentishotels/ 
■Ins tagram： https://www.instagram.com/zentishotels/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜Zentis Osaka に関する一般の方からのお問い合わせ＞ 

Zentis Osaka 
TEL: 06-4796-0111（代表）  HP：https://zentishotels.com/ja/osaka/ 
最新情報は、公式SNS（Facebook/Instagram）にて発信しております 

 

＜本資料に関する報道関係者の方からのお問い合わせ先＞ 

「Zentis Osaka」PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ）担当：荒川・朝日奈・石原 

TEL: 03-6894-3200  FAX: 03-5413-3050  E‐MAIL： zentis@ssu.co.jp 

緑に囲まれた1F のガーデン ゆったりとしたゲストラウンジ ロビー 正面には2 階へ続く階段  

必要な機能がそろう客室Studio（25 ㎡） 大阪の町が一望できる Suite（57 ㎡） 多目的ルーム「Room 001」 


