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本格パスタ&リゾットランチをお気軽に

イタリア料理「ラ ベデュータ」 Italian Restaurant

お好きなパスタに、前菜とデザートがついた嬉しい平日限定プランが登場！気
軽にお食事を愉しみたいランチタイムやビジネスシーンにもご利用ください。

La Veduta, our signature Italian establishment is the perfect lunch venue for those who crave 

a hear� meal. Whether for business or leisure dining, delight in our daily hors d’oeuvre and 

dessert specials with your choice of pasta or risotto, available weekdays only. 

ワインメーカーから招聘したゲストスピーカーによる貴重なトークとともに、
ワインとシェフのお料理との一夜限りのマリアージュをお愉しみ下さい。

Be inspired an exploration of wines by a roster of wine masters from �o of  renowned wineries. 

Paired expertly by our St. Regis sommeliers, delight in a tasting of these exquisite wines with Chef's masterful dishes. 

Pasta & Risotto Lunch
パスタ&リゾットランチ

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

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（月曜日～金曜日）  Weekday（Mon.～Fri.）

グラス1杯 ￥5,800 per glass

長い熟成期間を経て育まれる香りと味が世界中で愛されるド
ン・ペリニヨン。極上のひとときにふさわしいこのシャンパンを、
期間限定でグラスでもお愉しみいただけます。

Offered at 5 ,800 yen per glass, the promotion is a great way to enjoy 

Dom Pérignon normally available only by the bottle.

Dom Perignon by the glass ドン・ペリニヨン・バイ・ザ・グラス

※ランチ、ディナータイムとも
※セントレジスバーでも
　お愉しみいただけます。

10 /1 Sun.～
11/ 30 Thu. ドン・ペリニヨン

アンバサダー
ディナー開催

ゲストスピーカー：
ティモシー・ベック氏

12 /8 Fri.

Wine Maker’s Dinner ワインメーカーズディナー

内容：本日の前菜、お好きなパスタかリゾット、 本日のデザート、コーヒーまたは紅茶

香り高い、旬のトリュフを
堪能する秋の夜

旬のトリュフを使った独創的なお料理をシェフが
コース仕立てでご用意。新鮮なキノコをふんだん
に使用した、貴重なスペシャルディナーです。

Indulge your sense in black truffles - also known as the 

diamond of the kitchen. Think shavings of exquisite 

fresh truffles adorning everyday Italian dishes .

10 /1 Sun.～11/30 Thu.

Truffle dinner “Il Scelto”
季節限定スペシャルディナー
トリュフディナー「イル・シェルト」

ランチ＆ディナータイム（クリスマス期間を除く）

お1人様 大人  ￥25,000 per  person

チーフソムリエによるペアリングワイン
3杯  ￥5,000 

お1人様
大人  ￥22,500 per  person会員価格

The Club Epicure

お1人様　大人  ￥2,800 per  person

11:30～14:30 （L.O.）

最高級シャンパンを贅沢に
グラスで愉しむ

「サッシカイア」　ナイト
イタリアワインの至宝

11/9 Thu. 18:30 受付 /  19:00 スタート

お1人様 ￥31,500 per  person

お1人様 ￥35,000 per  person

会員価格
The Club Epicure

人気のワインをトークと共に愉しむ秋の特別ディナーGUEST
SPEAKER

Truffle dinner    
“Il Scelto”

5杯  ￥8,500 

内容：マグロのタルタル トンナートソース きのこのサラダ 
黒トリュフ添え/ 栗のスープ 黒トリュフのパテ、カカオ豆、
ローズマリーオイル/ 自家製タリオリーニ タレッジョチーズ
のヴェルーテ 白トリュフ添え/ ポルチーニ茸とトリュフの
リゾット/ 和牛フィレ肉のロースト フォアグラのソテー、
白トリュフと菊芋のソース
 ※期間限定で白トリュフも登場します。

ゲストスピーカー：
フロリアンヌ・エズナック
Floriane Eznack
（シャンパーニュ・ジャカール
最高醸造責任者）

「ジャカール」　シャンパンディナー

11/2 Thu. 18:30 受付 /  19:00 スタート

お1人様 ￥28,800 per  person

お1人様 ￥32,000 per  person

会員価格
The Club Epicure

シャンパン愛好家の賞賛を集める

ゲストスピーカー：
プリシラ・インチーザ
Priscilla Incisa
（オーナーファミリー）

ホテル館内でのプロのカメラマンによる写真撮影と、イタリア料
理「ラ ベデュータ」のランチコースが付いたおすすめのプランで
す。ご家族の記念日などにもご利用下さい。

写真撮影付きランチプラン「セレブレーション」 11: 00～15:30 （撮影時間 約20～30分）
記念日の思い出に 毎週水曜日 Every Wednesday

撮影した写真データ（JPEG形式/最大3カット）は、
原則撮影後3日以内にメールにてお送りいたします。

※曜日はご相談可。
お1人様  ￥12,000 per  person
お子様（4～12歳）  ￥10,000 per  person

Celebration


