2020 年 10 月 9 日
ホテルロイヤルクラシック大阪

【NEWS RELEASE】
開業わずか 10 か月で掲載

「ミシュランガイド京都・大阪＋岡山 2021」で紹介されました
ホテルロイヤルクラシック大阪（大阪市中央区難波 4-3-3、総支配人 宇佐美勝也）は、
2020 年 10 月 9 日（金）発売の「ミシュランガイド京都・大阪＋岡山 2021」におきまして、
ホテル部門にて“3 パビリオン（特に快適）”のホテルとして掲載されました。
今年度は、大阪エリアでは 15 ホテルが選出されており、難波・心斎橋エリアの 3 パビリオ
ンとしては当ホテルのみとなります。新規開業からわずか 10 か月でこのような評価をいただけ
たことは、ご宿泊のお客様をはじめ、様々な分野の皆さまからのお力添えの賜物と厚く御礼
申し上げます。
来年度も同紙に掲載され更なるランクアップが出来るよう、スタッフ一同邁進してまいりま
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すので、引き続きご支援・ご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
©MICHELIN

【ホテルロイヤルクラシック大阪概要】
ホテル名
住
所
客 室 数
開 業 日
特
徴

ホテルロイヤルクラシック大阪
大阪市中央区難波 4-3-3
150 室
2019 年 12 月 1 日
大阪・新歌舞伎座跡地に、「HOTEL＆MUSEUM」をコンセプト
に、日本を代表する建築家 隈研吾氏のデザインにより誕生した
シティホテル。 ホテル内には、客室の他、５店のレストラン＆バ
ー、12 の宴会場・会議室を有します。
また、特徴としては 100 点を超すアート作品がホテル内に展示さ
れ、身近に芸術をお楽しみいただくことができます。 さらに新歌舞
伎座に用いられた唐破風（からはふ）の屋根を低層部に復元。
大阪ミナミのランドマークとしての外観も継承しています。

■お客様のお問い合わせ先

■本件に関する取材のお問い合わせ先

ホテルロイヤルクラシック大阪 宿泊課

ホテルロイヤルクラシック大阪 広報企画室
広報担当／村上 恭子・寺田 健史

TEL. (06) 6633-0030（ホテル代表）

TEL. (06) 6633-0030（ホテル代表）

E-mail: room@hotel-royalclassic.jp

Email: kyoko.murakami@hotel-royalclassic.jp
takeshi.terada@hotel-royalclassic.jp

October 9，2020
HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

【NEWS RELEASE】

Be Chosen after just 10 Months from the Hotel’s Opening
Introduced in “Michelin Guide Kyoto・Osaka＋Okayama 2021”

HOTEL & MUSEUM ROYAL CLASSIC OSAKA NAMBA (4-3-3 Namba, Chuoku, Osaka-shi, Osaka-fu, 542-0076, Japan, General Manager: Katsuya Usami)
was introduced as “3 pavilion: Very comfortable” hotel in hotel section of “Michelin
Guide Kyoto・Osaka＋Okayama 2021” which was published on Friday, October 9,
2020.
This year, only our hotel was selected as 3 pavilions in Namba and Shinsaibashi
area out of 15 other hotels in Osaka. Being honored with such a high-level
compliment for our hotel which just opened 10 months ago, we would like to
express our sincere appreciation to all customers using our hotel for various
purposes, especially those chose to stay.
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In order to have the honor to be published in “Michelin Guide Kyoto・Osaka＋Okayama 2021”
again in the next year and achieve further grade, all of our staff will endeavor our best to keep
serving all the customers. Your continuous support and patronage are sincerely gratitude.

【Outline of HOTEL & MUSEUM ROYAL CLASSIC OSAKA NAMBA】
Name： HOTEL & MUSEUM ROYAL CLASSIC OSAKA
Address：4-3-3 Namba, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 542-0076, Japan
Rooms：150 Guest Rooms and Suites
Opening Date：December 1, 2019
Features：In the site of the Osaka Shin Kabukiza Theatre, under the
concept of “Hotel & Museum”, this city hotel was designed by Kengo Kuma,
a global architect. There are not only guest rooms, but also five restaurants,
one bar, twelve banquets and meeting rooms in our hotel.
Also, there are over one hundred works of art exhibiting in our hotel. You
can enjoy the art works just around you without going far. Furthermore,
our hotel has restored the lower parts of the roofs of previous Osaka Shin
Kabukiza Theatre, which is a special roof style of the traditional theatre
called KARAHAFU” style. By inheriting the appearance, our hotel is
becoming a landmark of Minami Osaka
■Customer Center
HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

■Contact for Interview
HOTEL ROYAL CLASSIC OSAKA

Reservation Department

Public Relations Department

TEL. (06) 6633-0030（Rep.）

Kyoko Murakami ／ Takeshi Terada

E-mail: room@hotel-royalclassic.jp

Email: kyoko.murakami@hotel-royalclassic.jp
takeshi.terada@hotel-royalclassic.jp

