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1・2F フレンチビストロ「ル ドール」 French Bistro

風通るテラスでフレンチグリルを愉しむ夏の黄昏時

夏のトワイライトタイムを、パリ香るテラス席で。気軽にお愉しみいただけるリーズナブルなプラ
ンと、ちょっと贅沢なシャンパンのフリーフロー付きプランをご用意しました。夕方だけのテラス
席で、人気のシュラスコとご一緒にグルマンプラッタースタイルでお愉しみください。

During summer, be charmed by the beautifully designed décor at Rue D’or as you admire the evening 

sunset in our Terrace tables. Delight in an assortment of surrasco with Gourmand platter style with your 

choice of beverage.

Happy Hour “Summer Terrace” 

7/1 Sat.～8/31 Thu. 18:00～19:30 （L.O.）

お一人様  ￥6,300 per  person

お一人様  ￥3,500 per  person

内容：シュラスコのプラッターと90分間のフリードリンク
　　　（スパークリングワイン、赤 /白ワイン、ビール、ソフトドリンク）
　　 Currasco platter＋Free drink (90min.)

ハッピーアワー「サマーテラス」

ランチタイム Lunch time 11：30～14：30（L.O.14：00）　ティータイム Tea Time 15：00～17：00　
ディナータイム Dinner time 17：30～22：00（L.O.21：30）

内容：プレートランチ（プティメニュー10品）、
　　 サラダ、スープ、バゲット、デザート5種、
　　 コーヒーまたは紅茶

欲張りな10品！ 
おしゃべりが弾む
ランチタイムを

平日ランチに「ル ドール」のニューコンセ
プトランチが新しく登場します。10品のバ
ラエティーに富んだフレンチプレートに、
サラダとスープ付き。オーガニックアイス
ティーと一緒にお愉しみください。

Seat yourself amid exquisite surrounds and tuck 

into a scrumptious selection of 10 petite menus on 

woody lunch plates, in addition to fresh salads, 

soul warming soups and delectable desserts.  

F rench Gourmand Lunch内容　　

お一人様  ￥7,800 per  person 内容：シュラスコのプラッターと90分間のシャンパンフリーフロー
　　 Churrasco platter＋Champagne Free Flow (90min.)

ご予約・お問い合わせ （10:00～20:00）Reservation and Information T E L 0 6 -6258-3333

※平日のランチタイムのみ

French Gourmand Lunch
フレンチグルマンランチ
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※金土日祝のみ

パリジェンヌ気分で満喫するスイートな時間

シャンゼリゼ通りでショッピングを楽しむ大人女子の休日をイメージ。エクレ
アやマカロン、オペラやサントノーレなどのフランスを代表するお菓子はもち
ろん、口紅やバッグ、ハイヒールなど、シャンゼリゼで見つけたいお洒落なアイ
テムをモチーフにしたスイーツを取り揃えました。スイーツの他にも、キッシュ
やハム&チーズクロワッサン、目の前で焼きあげるそば粉のガレットなどが、
パリの街並みを表現したブッフェ台にずらりと並びます。

Our latest dessert buffet theme ‘Parisienne’ is certain to make its mark as a dessert buffet not 

to be missed when in Osaka. An afternoon in the company of your closest friends delighting 

in fancy French desserts such as Macarons, classic Opera cake and the delightful Saint 

Honoré will transport you right to the shopping streets of Champs Elysées.

Dessert Buffet “Parisienne”

6/1 Thu.～9/30 Sat.

デザートブッフェ『パリジェンヌ』

15:00～17:00 （2時間制）

家族みんなで分かち合う美味しいひととき

夏休み、お盆休み期間にご家族でお愉しみいただける、スペシャルブッフェ
を開催します。フレンチスタイルの冷製パスタや塩釜焼きなどのブッフェ料
理の他、グラタンなど、お子様が大好きなメニューもご用意。特設ライブス
テーションでは、出来立てのお料理をお召し上がりいただけます。

Dining out with the family in the summer and Obon season is a gastronomic affair at 

Rue D’or. From cold pastas and spec ia lty d ishes l ike French style to hot d ishes 

freshly cooked by our team of masterchefs at live stations, as well as children’s menu 

items like gratin, enjoy with your family.

Rue D’or “Special Summer Buffet” ル ドール　スペシャルサマーブッフェ

内容：（ブッフェ料理例）冷製パスタ、塩釜焼き etc.

DDD ssDDDDDD ert ee Buffet
  “P isi is ”

お一人様
大人  ￥4,800 per  person お子様 ￥2,400  ※4～12歳のお子様は¥2,400

フランス独立記念日のこの夜、パリの街並みを再現したブッフェ台にて、フランスを代表するお料理や、フランスワインの
フリーフローとともに、一夜限りの特別イベントを開催します。

Rue D’or presents a special one night dining event, Quatorze Juillet, held on July 14th. This special dining event 

will offer a buffet selection of Parisian dishes and desserts, complemented with unlimited pourings of French wines.

内容：ブッフェ料理、フランスワインのフリーフロー、『パリジェンヌ』のデザート

18:00 受付　18:30スタート7/14 Fri.
お一人様
大人  ¥8,500 per  person お子様  ￥4,250

11:30～14:30  （ランチタイム）8/11 Fri.～8/15 Tue.
お一人様
大人  ¥5,600 per  person お子様  ￥2,800

お一人様
大人  ￥7,600 per  person会員価格

The Club Epicure

“Rue  D’or ”  Bas t i l le  Night

ル ドールのパリ祭ナイト
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