便 利 なロケーションで
ビジネス・レジャーに
ちょう どよいホテル
BUSINESS STYLE

A perfect hotel both for
business and pleasure,
boasting a convenient
location
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〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目2-10
1-2-10, Tanimachi, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka, 540-0012, Japan
ホテル京阪 天満橋 エントランス Hotel Keihan TENMABASHI entrance

TEL : 06-6945-0321
https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi/
WEB SITE

2F
10F

GUEST
ROOMS
客室

多様なニーズにお応えできるお部屋と
充実した機能。

桜の間

Sakura

2F
宴 会 場・会 議 室

寝心地の良いベッドや充実したアメニティなど、
心からくつろいでいただけるお部屋です。

Banquet & Meetings
各種パーティー、会議など様々なニーズにお応えできる会場をご用意しております。

Guest rooms responding to various needs with enhanced functions

The banquet and meeting rooms satisfy our customers' various needs, oﬀering a perfect venue for parties

We promise you a relaxing stay with comfortable beds and complete array of amenities.

and conferences of every kind.
シングルルーム Single room

梅の間

菊の間

Ume

B1 F レストラン

Kiku

RESTAURANTS
スタンディング・バー

カジュアルツインルーム Casual Twin room

トリプルルーム Triple room

T E N GI K U

ツインルーム Twin room

女性でも気軽に立ち寄れるおしゃれなスタンディング
バー。和から洋風、
アジアンテイストの料理や美味し
い地酒も取り揃えております。
A n y o n e c a n c a s u a ll y d r o p b y o u r s t y l i s h b a r.
Japanese, Western and Asian dishes, as well as
excellent local Japanese sake, are available.
営業時間

17:00 - 22:30（L.O 21:30）

IZ A K AYA

土日祝は休業

満天

料理人が一品一品丁寧に手作りする和食居酒屋。
落ち着いた雰囲気の中で、美味しい料理とお酒を
楽しんで頂けます。朝食バイキング、
ランチ営業も致
しております。
Each dish oﬀered at this Japanese bar restaurant,
called an izakaya, is prepared by the chef with care
and attention. Guests can enjoy excellent dishes and
drinks in a relaxing atmosphere. Breakfast served
buﬀet-style and lunch are also available here.
観光ライブラリー Siightseeing information Library

フリースペース Free space

営業時間

平日 7:00 - 22:30（L.O 21:30）土日祝 7:00 - 21:30（L.O 20:30）

