
教育旅行のご案内
～より快適に、安心してご滞在できる「ホテルグランヴィア大阪」～

① 新たな衛生基準を設定･遵守：JR西日本ﾎﾃﾙｽﾞ｢Clean & Safety｣

お客様の手が触れる場所(ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎﾞﾀﾝ､ﾄｲﾚ等)を中心に､抗ｳｲﾙｽ･抗菌ｺｰﾃｲﾝｸﾞを実施

詳しくは↑

⇒ｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤は｢Dr-hardolass｣で、約5年間の抗ｳｨﾙｽ･抗菌効果が認証されています

② JR大阪駅に直結：JR大阪駅中央口から徒歩で1分以内の好立地

◆班別行動や自由行動時も迷わず安心で、ｺﾝﾋﾞﾆ(ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ)もJR中央口にございます

⇒右記QRｺｰﾄﾞでは、東玄関からJR中央口までの導線をｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰで展開致します

◆ﾎﾃﾙ西玄関での大型ﾊﾞｽ2台同時乗降(ﾊﾞｽ内でのﾁｪｯｸｲﾝ)後、直接お部屋までご案内致します

◆ﾎﾃﾙ隣接の南広場(屋根有/無料/予約要)では、ご集合や班長会議、宅配準備等が可能です

詳しくは↑



修学旅行受入要項

最大受入人数 ●250名　（生徒様） 受入条件 ●中学生以上（共学可、制服可） 　※小学校はお問い合わせください。

同　宿　泊

●特別支援学校や専門学校、短大・大学生の団体は、複数校の対象から除外致します。

フロアー貸切 ●フロアー貸切は不可となります。　　　※男女別でのフロアー分割は可能です。

客室について ●トリプル（3名1室利用）のお部屋割りが基本となり、一部フォース（4名1室）とツイン（2名1室）混在となります。

※トリプルとフォースは、正ベッド×2台にエキストラベッドを使用致します。（フォース4台目はソファーベッド使用）

●エレベーターのセキュリティと各部屋オートロック仕様の為、カード式のルームキー（1名につき1枚）となります。

●客室の窓は防犯上、開閉できません。

チェックイン ●JRでご到着の場合、JR大阪駅の中央改札口より徒歩にて、クラス毎に間隔を空けてご入館いただきます。

●貸切バスでご到着の場合、ホテル西側玄関前にてご乗降いただき、バス（クラス）毎にご入館いただきます。

●ルームキーは、クラス毎にバス内又は１階の特設カウンター又は南ゲート広場（予約要）にてお渡し致します。

　ルームキーを受け取られた生徒様より順次、エレベーターをご利用いただき、客室フロアにお進みください。

　※貸切バスでご到着の場合、下車前にバス内にてルームキーのお渡しが可能ですので、ご相談くださいませ。

●ご到着時に、周辺施設や館内の詳しいご案内や入館式は原則として行いませんので、ご了承くださいませ。

　お食事の時間、場所、館内案内等のご連絡事項は、恐れ入りますが、事前に生徒様へお伝えくださいませ。

●お荷物をお送りいただく場合は、事前にご連絡をいただき、クロークでお預り又はお部屋にお届けとなります。

※お送りいただく場合、予め全てのお荷物に、所属クラスと氏名、お部屋番号を必ずご記入をお願い致します。

　 お荷物タグが必要な場合は、事前にお送りする事が出来ますので、お申し付けください。

館内移動 ●１Fエントランス ⇔ 客室 ⇔ 食事会場 ⇔ 1Fエントランス の移動は、エレベーターをご利用ください。

客室設備備品 《テレビ》 一般放送無料。有料チャンネルは規制致します。（有料チャンネルガイドも撤去致します）

《冷蔵庫》 中は空になっております。ご自由にご利用ください。

《バスルーム》 ユニットバス

《トイレ》 温水洗浄機付トイレ

《アメニティ》 シャンプー、リンス、ボディーソープ、ハンドソープ、歯ブラシ、タオル類

《備品》 ナイトウェア、ドライヤー、スリッパ、お茶セット、靴磨き、懐中電灯、ハンガー他

《電話》 外線規制可。内線は消防法により規制出来ません。

《空調》 個別空調。各お部屋に備え付けのリモコンパネルで操作いただけます。

《照明》 ナイトテーブルパネルより個別に操作いただけます。

《インターネット》 無料。(有線、無線共に対応可）接続可能なパソコンをご持参ください。

建物設備 《非常階段》 各フロアー両端２ヵ所

《防災設備》 火災感知器、煙感知器、非常電源設備、排煙設備、各フロアー消火栓、誘導灯、

非常放送設備、全室スプリンクラーなど消防法、条例による防災設備一式完備。

《館内避難場所》 １階ロビー

《館内放送設備》 あり。但し非常時以外ご利用いただけません。

《エレベーター》 客用：１７人乗り５基（チェックイン時はご人数に応じて２基まで貸切可）、

非常用：１７人乗り１基

●生徒数が100名様以上の場合、１校１館の受け入れとなります。



貴重品 ●フロントにて一括でお預り致します。

マスターキー ●マスターキーの貸し出しは出来かねます。

ルームキー 　※予備キー（生徒様のお部屋）の作成リクエストにつきましては、事前にご相談くださいませ。

●チェックアウト時（ご連泊中のお出かけ時を含め）は、ルームキーをフロントまで纏めてご返却ください。

●ルームキーは大切にお取扱及び保管をお願い致します。万が一、紛失･破損の場合は、再発行致します。（有料）

　※ルームキーを再発行した場合、最初にお渡ししたキーはご使用が出来なくなります。

特設カウンター ●学校様専用の特設カウンターを、1Fエレベーター前にご用意させていただく事が可能です。

※特設カウンターの設営リクエストにつきましては事前にご相談くださいませ。

お　食　事 ●ご朝食のスタート時間は原則7:00となります。ご夕食は最終20:00スタートでお願い致します。

●ご朝食・ご夕食は着席のブッフェ形式でご準備致します。(夕食はオンテーブル卓盛でもご用意可能です)

※テーブルマナープランもございます。ご相談ください。

●お食事会場名は、事前打合せの段階でお伝えさせていただきます。　※一定ではございません

●会場内にマイク（有料）やホワイトボード（有料）、テーブル記号（無料）のご用意は可能です。

　 事前にお申し付け下さい。　※一部マイクが使用できない会場がございます

●お食事会場及びパブリックスペースへはスリッパ履き、体操服や浴衣姿等の服装はご遠慮をいただいております。

●食物アレルギーの方がおられる場合は、事前打合せの段階で必ずその詳細について、ご連絡をお願い致します。

保　健　室 ●ご利用の場合は有料となります。　※事前にご相談をお願い致します

モーニングコール ●各客室のアラーム時計又は電話にてセッティングが可能です。※フロントでの一斉セッティングも可能です。

班長会議 ●当日のホテル予約状況とご参加人数に応じて、館内又は南ゲート広場（予約要）等をご提案致します。

先生ミーティング ●当日のホテル予約状況とご参加人数に応じて、館内の適所をご案内致します。

チェックアウト ●ルームキーはフロントまで、纏めてご返却をお願い致します。

●添乗員様は、ルームキーの返却状況とご精算の有無について、フロントに必ずご確認をお願い致します。

●退館式をご希望の場合は、朝食会場にてお願い致します。　※レストランご利用の場合は設定が出来かねます

喫煙について ●館内は、指定場所以外禁煙とさせていただいております。

  客室におきましても禁煙、喫煙の区画はフロアー単位でございます。

キャンセル料 ●キャンセル及び変更等がが発生した場合は、所定のお取消料を申し受けます。 ※宿泊約款と宴会約款に準じます

そ　の　他 ●お忘れ物は、後日一括で学校様又は旅行会社様に宅配便（着払い）でお送り致します。※貴重品の場合は除きます

●コンビニエンスストアーは『セブンイレブン』が、JR大阪駅構内（ホテル東玄関の左手徒歩1分）にございます。

 　営業時間　AM 6:00 ～ AM 1:00　※お土産物等の販売もございます　＜雨天時でも傘は不要でございます＞

●その他利用規則等はホテル約款に準じます。

曽根崎警察署

〒530-0057

大阪市北区曽根崎2-16-14

TEL：06-6315-1234

■各種機関

北消防署

〒530-0013

大阪市北区茶屋町19-41

TEL：06-6372-0119

北保健福祉センター

〒530-8401

大阪市北区扇町2-1-27

TEL：06-6313-9882

大阪厚生年金病院

〒553-0003

大阪市福島区福島4-2-78

TEL：06-6441-5451

※保険証のコピー不可



客室タイプ

ツイン 定員：2名 広さ：20㎡

正ベッド ：幅103cm 長さ195cm （1台）

スタッキングベッド：幅103cm 長さ190cm （1台）

トリプル 定員：3名 広さ：25㎡

通常ベッド ：幅110cm 長さ195cm （2台）

スタッキングベッド：幅110cm 長さ190cm （1台）

フォース 定員：4名 広さ：43㎡

通常ベッド ：幅110cm 長さ195cm （２台）

スタッキングベッド：幅110cm 長さ190cm （１台）

ソファーベッド ：幅110cm 長さ190cm （１台）

客室案内

①非常口

フロア両サイドに1箇所ずつ

縦列２箇所の計4箇所ございます。

②避難階段

非常口を開けると階段があります。

緊急時にはご誘導致します。

③ベンダーコーナー

エレベーター前にございます。

④客室窓

安全の為、窓は開閉出来ません。

⑨お茶セット

日本茶とお湯のセットをご用意

しております。

⑩冷蔵庫

中は空になっております。

ご自由にご利用下さい。

⑪空調

個別空調です。客室内のリモコン

パネルでご操作いただけます。

⑫電話（フロントは3番です）

外線規制は可能ですが、内線は、

消防法により規制が出来ません。

⑤洗面台及びアメニティー

ドライヤー、タオル、ハンドソープ、

歯磨きセットをご用意しております。

⑥浴槽・シャワー

シャンプー、リンス、ボディソープを

ご用意しております。

⑦温水洗浄機付トイレ

全室完備、温便座です。

⑧ルームキー（カードキー）

1名様につき1枚の キーを作成致します。

ドアはオートロックです。

ツイン見取図

① ② ③ ④ ⑤

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑥



フロアープラン 【客室】

◆21F 1フロアーあたり最大収容人員

シングル 14.6 ㎡： 1名定員 × 14室 14名

セミダブル 17㎡ ： 2名定員 × 18室 36名

デラックスシングル（スタジオツイン）

20㎡ ： 2名定員 × 16室 32名

スタンダードツイン 25㎡ ： 2名定員 × 21室 42名

（参考： 3名定員 × 21室 63名）

スーペリアダブル 35㎡ ： 2名定員 × 1室 2名

ファミリールーム 43㎡ ： 4名定員 × 3室 12名

ハリウッドスタイル 20㎡ ： 2名定員 × 2室 4名

計142名 (ツイン3名ご利用の場合 163名)

◆22F 1フロアーあたり最大収容人員

コンフォートシングル 14.6 ㎡： 1名定員 × 32室 32名

デラックスシングル（スタジオツイン）

20㎡ ： 2名定員 × 26室 52名

カジュアルツイン 17㎡ ： 2名定員 × 18室 36名

スタンダードツイン 25㎡ ： 2名定員 × 28室 56名

（参考 ： 3名定員 × 28室 84名）

スーペリアツイン 35㎡ ： 2名定員 × 4室 8名

ファミリールーム 43㎡ ： 4名定員 × 4室 16名

ハリウッドスタイル 20㎡ ： 2名定員 × 1室 2名

計202名 (ツイン3名様ご利用の場合 230名)



ご到着時の流れ

③特設カウンター （設営をご希望の場合、事前にご相談をお願い致します）

・ホテル1階 東玄関エレベーター前に、学校様用の特設カウンター設営が

可能です。ルームキーの受け渡し、ご連絡・確認等にご利用くださいませ。

※JRにてご来館（班別研修の出発・帰着時を含む）時によく使用されます。

ご出発時の流れ

エントランス 【1F】

宴会場（イメージ）

客室階 エレベーター

①入館

・JRご利用の場合：JR大阪駅中央改札口から徒歩約1分で到着致します。

※東玄関よりご入館。ご集合時は南ゲート広場（要予約）もお手配可能です。

・バスご利用の場合：大型バスは2台まで、西玄関前にて乗降が可能です。

※3台目以降は時間差でお願い致します。 ◎バス内チェックインも可能です

①ご朝食

・お部屋からご朝食会場への移動は、エレベーターをご利用くださいませ。
※朝は混雑が予想されますので、お早目に行動をお願い致します。

A：宴会場でのご朝食 → 20F
B：レストランでのご朝食 → 19F

A： 宴会場にてご朝食の場合

着席のブッフェスタイルにてご用意致します。

B：レストランにてご朝食の場合

一般のお客様とご一緒になります。 ※荷物のスペースはございません

②荷物のお預り

・クローク又はロビー、倉庫等にて荷物スペースの確保が可能です。
※必ず事前にご相談くださいませ

【注】お荷物の個数により、お預りができない場合もございます

特設カウンター(1Fｴﾚﾍﾞｰﾀ前）

フロントロビー 【19F】

★ 南ゲート広場 (集合場所/要予約)

ホテル西側玄関 (貸切バス乗降)

ロビーの荷物スペース （イメージ）

②エレベーター

・1階ロビーのエレベーター（5基）にて、お部屋までお上がりくださいませ。
ご宿泊人数に応じて、1～2基貸切運用のご対応をさせていただきます。
※ホテルのスタッフがエレベーターに乗り込み、手動にて運行致します。

QRコードを読み込みますと、ホテルの東玄関から
JR大阪駅中央口までの導線がご確認いただけます。

※コンビニのセブンイレブン（午前1時まで営業）の
場所もご確認いただけます。

【ストリートビュー】



大阪ステーションシティ 【ホテルグランヴィア大阪周辺地図】

フロアープラン 【宴会場】

JR大阪駅中央口を出て右手すぐとなります。



料
理
卓

朝食のご案内 （宴会場ご利用）

～着席ブッフェ～ ※2021年1月現在 ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の為、ﾌﾞｯﾌｪを中止し、ｾｯﾄﾒﾆｭｰにて対応中

◎料理卓からバイキング形式でお選びいただけます。

夕食のご案内

～着席卓上ブッフェ～

※料理は大皿盛でテーブルごとにご提供いたします。

※レイアウトイメージ

※2021年1月現在 コロナウイルス感染拡大防止の為、ブッフェを中止し、セットメニューにて対応しております

※メニューは時期と人数により内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

※テーブルマナー（正餐）のオプションもございます。ご相談くださいませ。

＜冷製料理＞ Froid

＊豚しゃぶ肉の胡麻ダレ

＊スモークサーモンの柚子風味

＊魚介類のマリネ カレー風味

＊カクテルサンドイッチ

＜温製料理＞ Chaud

＊骨付きポークスペアリブ バーベキューソース

＊カニクリームコロッケ トマトソース

＊若鶏の串焼き スパイス風味

＊白身魚のソテー ジェノバソース

＊牛肉のグリル 紀州ポン酢

＊ホテル特製カレー＆ターメリックライス

＜デザート＞

＊ケーキ

＊ソルベ

＊コーヒー・紅茶・ウーロン茶・ジュース

※メニューは時期と人数により内容が変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。

＜冷製料理＞ Froid

＊ハム3種盛り合わせ

＊スモークサーモンの柚子風味

＊魚介類のマリネ カレー風味

＊豚しゃぶ肉の胡麻ダレ

＊カクテルサンドイッチ

＜温製料理＞ Chaud

＊飲茶盛り合わせ

＊カニクリームコロッケ トマトソース

＊白身魚のソテー ジェノバソース

＊若鶏の串焼き スパイス風味

＊牛肉のグリル 紀州ポン酢

＊ホテル特製カレー＆ターメリックライス

＊ポーク焼きそば

＊スープ・パン

＜デザート＞

＊フルーツ

＊ケーキ

＊ソルベ

＊コーヒー・紅茶・ウーロン茶・ジュース

～着席ブッフェ～

※料理卓からバイキング形式でお選びいただけます。

※会場イメージ

＊卵料理

＊肉料理

＊魚料理

＊ご飯

＊味噌汁

＊サラダ

＊フルーツ

＊パン

＊ソフトドリンク



ホテル概要

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目1番1号
TEL： 06-6344-1235（代表）
FAX： 06-6344-1130

設立年月日 ：昭和54年10月30日
開業年月日 ：昭和58年5月1日

延べ床面積 ：29,897㎡

建物規模 ：地上27階（ホテル部分）1階、19～27階

《客室》 21～27階 ※最大宿泊人数【定員】1,144名様

客室数：シングル373室、ツイン188室、ダブル79室、その他20室、27階エグゼクティヴフロア68室 計726室

《宴会場》 大宴会場2室・中宴会場3室・小宴会場6室

大宴会場 ：名庭、鳳凰

中宴会場 ：孔雀、鶴寿、桐

小宴会場 ：クリスタルルーム、桜、梅、蘭、葵、楓

《レストラン》 1階、19階

1階 ：「ティーラウンジ」 ／テイクアウトコーナー／カフェ＆ダイニング「イグナイト」

19階：フレンチレストラン「フルーヴ」／鉄板焼『季流』 ／日本料理「大阪浮橋」 ・
なにわ食彩「しずく」 ／バー「サンドバンク」／ ラウンジ「リバーヘッド」

アクセス

《JRをご利用の場合》

JR大阪駅中央改札口を出て右手すぐとなります。

《貸切バスをご利用の場合》

ﾎﾃﾙ1階の西玄関前にて2台同時乗降が可能です。

⇒ﾊﾞｽ内ﾁｪｯｸｲﾝ後、直接お部屋までご案内致します



〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1

TEL:06-6344-1235 FAX:06-6344-1130

【お問い合わせ・お申し込み】

ホテルグランヴィア大阪

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1
TEL : 06-6344-1235 FAX:  06-6344-1130

宿泊部 予約販売課 迄

グループホテルへのお問い合わせ

□JR西日本ホテルズ

◆ホテルグランヴィア京都･･････････075-344-8888（代表） ◆ホテルグランヴィア広島･････････････082-262-1111（代表）

◆ホテルグランヴィア大阪･･････････06-6344-1235（代表） ◆ホテルグランヴィア和歌山･･･････････073-425-3333（代表）

◆ホテルグランヴィア岡山･･････････086-234-7000（代表） ◆梅小路Potel KYOTO･･･････････････075-748-7833(代表）

◆奈良ホテル････････････････････0742-26-3300（代表）

□JR西日本ホテルズ 新ブランド【ヴィスキオ】

◆ホテルヴィスキオ大阪・・・・・・・・・・06-7711-1111（代表）

◆ホテルヴィスキオ尼崎・・・・・・・・・・06-6491-0002（代表）

◆ホテルヴィスキオ京都・・・・・・・・・・075-280-0055（代表）
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