
年会費 100,000円（税込）

Annual Membership Fee　¥100,000（Tax included）

Membership Benefit

会 員 特 典

Rejuvenate yourself with exclusive special treatment at IRIDIUM featuring SOTHYS. The St. 
Regis Osaka offers various package deals of dining at our gourmet with facial and body treatments 
at SOTHYS.  We happily assist enriching your moments with your friends or families.

美食と美肌の
スペシャルコラボレーション

極上トリートメントと
上質な食事で身体の中から美しく輝く
 IRIDIUM featuring SOTHYS（イリディウム  フィーチャリング  ソフィス）では、
女性なら誰でも気になる「肌質別フェイシャル」をはじめ、
心と身体のコリを優しくほぐす「アロマボディートリートメント」と、
ホテル館内レストランとのコラボレーションメニューを多数ご用意しております。
慌ただしい毎日を忘れ、贅沢なひと時をお楽しみください。
母娘はもちろん、ご友人同士、カップルでもご利用いただけます。

気分に合わせてお選びいただけるプランをご用意しております。
Standard Beauty Plan

Treatment Course Restaurants レストラントリートメント

Facial
treatment plan

ボディプラン
（60min）

コンビネーションプラン
（フェイシャル＆ボディ）

（120min）

ネイルプラン
（マニキュア＆ペディキュア）

（60min）
※ランチとディナーはイタリア料理「ラ  ベデュータ」。
　アフタヌーンティーは「セント レジス バー」でご用意させていただきます。
※写真はイメージです。 

ご来店
特典

★期間中、 IRIDIUM featuring SOTHYS ビジターフィー（￥5,000）免除

※表示価格は全て税金・サービス料込みの料金です。／ Government tax and service charge included.

ランチセット アフタヌーンティーセット

●内容をよりアップグレードした「デラックスプラン」もご用意しています。詳しくは http://www.stregisosaka.co.jp/IRIDIUMfeaturingSOTHYSHome

ディナーセット

14F  Esthetic Salon
イリディウム フィーチャリング ソティス

ご予約・お問い合わせ

TEL.06-6241-0088

フェイシャルプラン
（60min）

Body
treatment plan

Facial & Body
treatment plan Nail plan

スタンダードプラン リーズナブルにお食事とトリートメントをご堪能いただくプラン。

ランチセット アフタヌーンティー
セット

ディナーセット
Lunch set
※1ドリンク付き ※1ドリンク付きAfternoon tea set

Dinner set

料金表（お一人様）

★お二人でお越しのお客様には、お一人にひとつずつSOTHYSオリジナルトラベルポーチ＆アメニティをプレゼント ※要事前予約お二人様特典

or
or or

or

IRIDIUM featuring SOTHYS

Reservation and Information
営業時間  Open 10:00 ～ 21:00　（最終受付 Last reservation 20:00）

ご好評につき期間延長！キャンペーン期間

2017 9 30～ sat.sat.7 1

通常￥21,900相当 → ￥16,380 通常￥20,700相当 → ￥15,680 通常￥27,300相当 → ￥20,880フェイシャルプラン
Facial treatment plan

Lunch Afternoon tea Dinner

通常￥21,900相当 → ￥16,380 通常￥20,700相当 → ￥15,680 通常￥27,300相当 → ￥20,880ボディプラン
Body treatment plan

通常￥38,100相当 → ￥28,260 通常￥36,900相当 → ￥27,560 通常￥43,500相当 → ￥32,760コンビネーションプラン
Facial & Body treatment plan

通常￥11,100相当 →  ￥9,900 通常￥9,900相当   →  ￥9,200 通常￥16,500相当 → ￥14,400ネイルプラン
Nail plan
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The St. Regis Osaka proudly presents The Club Epicure. Filled with distinctive gourmet dinning experiences for the modern connoisseur in you.
Enjoy a host of privileges, ranging from food and beverage discounts to special accommodation rates. Take advantage of this opportunity and become a member today.

この上質なメンバーシップへ是非ご参加ください。　お問い合わせ先：06-6105-4680（9：00～18：00）

Be a part of this exclusive membership opportunity and contact us.  at TEL：06-6105-4680（9：00～18：00）

•グループホテルの対象レストランでのお食事が最大30%割引、お飲物10％割引　
•スイートルームでのご宿泊に際し、フレキシブル料金あるいはプリファード料金から最大20％オフ、さらに会員様限定の特典

年会費年会費 100,000円（税込）100,000円（税込）

Annual Membership Fee　¥100,00Annual Membership Fee　¥100,000（TaTax include included）

Membership BenefitMembership Benefit
•Up to 30% discount for meals at participating restaurants（10% discount for beverages）
•Up to off flexible rate and/or preferred rate suite rooms, plus member exclusive offers

会 員 特 典会 員 特 典

セント レジス ホテル 大阪がご提案する 会員制 “美食倶楽部”
 ［ ザ クラブ エピキュール ］

セント レジス ホテル 大阪でご利用いただけるご招待券

◆ペアご宿泊無料招待券1枚（ご朝食付き）　◆イタリア料理「ラ ベデュータ」ペアディナー券1枚
◆「セントレジスバー」ハッピーアワー券（4名様分）　◆ホテル内レストラン5,000円分のお食事券6枚

◆フレンチビストロ「ル ドール」40%割引パーティー券（9名様まで）　他

Complimentary Offers from The St. Regis Osaka

◆1 accommodation voucher with breakfast for two　◆A pair dinner ticket for Italian restaurant “La Veduta”
◆1 happy hour ticket (2-hour free flow) up to 4 guests for “St．Regis Bar”　◆6 vouchers (5,000 yen worth) valid at “La Veduta” or “Rue D’or”

◆A 40% discount ticket for French bistro “Rue D’or” when dining with 9 guests or more　*Some terms and conditions apply.

独特で洗練されたダイニングによるモダンなおもてなしを皆様にご提供いたします。
レストランでのご飲食優待、ご宿泊の特別料金など、優雅なおもてなしをご堪能ください。

【お問合せ・お申込み】  セント レジス ホテル 大阪 ザ クラブ エピキュール事務局　TEL：06-6105-4680　Email：admin@theclubepicure.com
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