Concept

〜旅の拠点・ホテルに少しの「あそび」をプラス〜

ACCESS
中国自動車道

エンターテイメントエリアへ のアクセスが良 い 立 地や、様々な楽し
いイベントコンテンツは、お客 様の「あそび」旅を盛り上げます。

万博記念公園

千里中央
伊丹空港

流 行を取り入 れた 健 康 的 で 美 味しい 朝 食 、エレガンスで 落 ち 着き

新大阪

のアル 空 間がやすらぎを与えてくれます。
私たちは「 あ そび」の 心を持って、お客 様をお待ちしております。

万博記念公園
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埋もれていた抜群の利便性
大阪港

ホテルソビアル 大阪 ドーム前はJR大正駅から徒歩１分の場所に
あり、旅の拠点として抜群に便利です。
大 都 会・大 阪 の 御 堂 筋 や 梅 田 の ビ ジ ネ ス 街 、心 斎 橋 ショッピング

京セラドーム大阪
大正

九条 IC
波除 IC

も、な んば、通 天 閣 の 大 阪グルメ、エンターティメントも全 て 2 0 分
圏内 の 抜 群のアクセス。
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歩 い て 1 0 分 の 京 セラドー ム 大 阪 の 様 々 な エンタ ー テイメントも
ゆとりをもって 存 分にお 楽しみ い ただけます 。
「 大 正 駅 」の 周 囲 は
誰 をも 迎 え入 れる大 阪ソウル 満 載 の 街 。今 注 目 の 沖 縄 タウン、新
たな若 者 文化 の 息 吹もソビアルの大きな魅力の一部です。
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関西国際空港

JR
地下鉄中央線
地下鉄長堀鶴見緑地線
地下鉄御堂筋線
阪神電鉄
大阪モノレール
南海電鉄
近畿日本鉄道

●電車

Hotel Sobial Osaka Dome-Mae is the best place to stay and
to have fun when you visit Osaka.It takes only 1-minute
walk from JR Osaka Loop Line Taisho Station.No matter you
want to visit Bay Area, City North (ex. Osaka, Umeda), City
South (ex. Shinsaibashi, Dotombori,) or Tennoji Area (ex.
Tsutenkaku, Abeno Harukas), it takes only 20 minutes by JR
Osaka Loop Line. Hotel Sobial Osaka Dome-Mae is waiting
for your visit.

・JR大阪環状線／地下鉄長堀鶴見緑地線 大正駅 徒歩1分
・阪神なんば線ドーム前駅 徒歩10分
●車
・阪神高速「波除」
または「九条」出口より5分
・なんばより10分 梅田より20分
・伊丹空港より25分 関西空港より40分
● Train
1-minutes walk from JR OSAKA Loop Line Taisho Station EXIT 1.
1-minutes walk from Subway nagahori Tsurumi-ryokuchi Line Taisho Station EXIT 2.
10-minutes walk from Hanshin Nanba Line Dome-Mae Station EXIT 2.
● Car
5-minutes from Hanshin Expressway NAMIYOKE EXIT or KUJYO EXIT.
10-minutes from Nanba. 20-minutes from Umeda.
25-minutes from Osaka International Airport.
40-minutes from Kansai International Airport.
●周辺観光案内
・京セラドーム大阪 徒歩10分
・ユニバーサルシティ駅 電車20分
・海遊館 電車35分
・あべのハルカス 電車15分
・万博記念公園 電車50分

●Sightseeing

10-minutes walk to Kyosera Dome Osaka.
20-minutes by train to Universal City Station.
35-minutes by train to Osaka Aquarium.
15-minutes by train to Abenoharukas.
50-minutes by train to Expoʼ70 Commemorative Park.

ホテルソビアル

大阪 ドーム前

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東 1 丁目 17 番 29 号
TEL 06-6552-8011 FAX 06-6552-8012

http://sobial.jp/

Guest Rooms

Facilities & Services

Restaurant

ツインル ームはトイレ・洗 面・シャワー

ウェルカムクッキー

Breakfast 朝食（営業時間 6:30 〜 10:00）

〜快適な客室設計〜

ルームをそれぞれ独立させた客室レイ
アウトを採用しております。ゆっくりお
出かけの準備ができ、充実した時間を
お過ごしいただけます。
また、女性専用フロアには、女性に嬉し
いアイテムをご用意しております。

One step above business hotel promising a high level of comfort. Toilet,
washstand, shower room are all separated, no need to rush every
morning with your friend or partner!
The 'women only floor' is also specially equipped with items for women.

〜「あそび」のある空間で楽しい旅を演出〜

〜 1 日の始まりに楽しい朝食を〜

ウェルカムクッキーとドリンクサービスをご用意し、お客様のお越しをお待ち

素 材 に こ だ わっ た サ ラ ダ＆ サ ンド

しております。

ウィッチステーションを設け、忙しい

Please enjoy the free cookies and drinks in the lobby.

露天風呂も楽しめる大浴場（営業時間 6:00 〜9:00 15:00〜 25:00）
男女別にご用意した大浴場で旅の疲れを癒していただくことができます。
「昨
日より美しく」という想いから、各種アメニティ・備品をセレクトしております。

Public baths for men and women are separated. Please bring the bath
towel and the hand towel in your room when you go to the public bath.
We provide high quality amenities to support our guests "more beautiful
tomorrow than yesterday".

話すロボットがおもてなし
ロボットがスタッフとしてお客様をお出迎

客室数：シングルルーム32室、ダブルルーム6室、ツインルーム120室

えします。

Room Type : Single 32 rooms ・Double 6 rooms ・Twin 120 rooms

Talking Robot will be waiting for you!

お客様にヘルシーで種類豊富な朝食
をご提供します。

Pick up your favourite sandwich
from salad & sandwich bar! Enjoy a
variety of menu in our dining area.

Banquet 宴会 （予約制 / 着席最大 50 名様 立食最大 70 名様）
昼・夜パーティースペースとしてご利
用いただけます。

It is used in the afternoon/evening
as a party space.
Reservation only /
Number of seats:50 /
Buffet-style dinner party:70

※冊子のすべての写真、画像はイメージです

