
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 100,000円（税込）

Annual Membership Fee　¥100,000（Tax included）

Membership 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

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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12F セントレジスバー

ティータイム Tea time 12：00～17：30 （L.O.17：00）　
バータイム Bar time 月～木・日 Mon-Thu & Sun 17：30～24：00 （L.O.23：30） / 金・土 Fri＆Sat 17：30～25：00 （L.O.24：30）

10/3・11/ 7・12/5

秋の夜長をGOLDに輝く泡で、心ゆくまで

シャンパン、スパークリング、ビールな
ど“GOLDの泡”が飲み放題のスペ
シャルイベントです。 GOLDの原子
番号「79」をタイトルに冠した、月に一
度の贅沢でラグジュアリーなバブルナ
イトを心ゆくまでお愉しみください。

Gather f r iends and col leag ues for The 

St. Regis Bar's golden hours, where once 

a month, gold beverages of champagne, 

spa rk l i ng w ine ,  a nd beer s a re ser ved 

free flowing for 2.5hours.

Monthly Night of 79

毎月1回火曜日 Once a month on Tuesday

お1人様  ¥10,000 per  person ¥9,000

マンスリー ナイト オブ セブンティナイン

18:30～21:00

会員価格
The Club Epicure

10/1 Sun.～11/30 Thu.

アフタヌーンティーをお好みに合わせて

シーンや気分に合わせてお選び頂ける、新しいアフタヌーンティーの2つ
のスタイルをご提案。期間限定のオータムアフタヌーンティーで秋の訪
れを感じませんか？

We  i n v i t e  y o u  t o  i n d u l g e  i n  a n  

a�ernoon-tea experience like none 

other. Select f rom your choice of 

a�ernoon tea menu offerings that will 

suite both your palate and customize 

your experience. 

Afternoon Tea
アフタヌーンティー

10/1 Sun.～12 /20 Wed.

お気に入りの
スコッチを
嗜む大人の時間を
世界中で最も愛されているスコッチウイスキー「シーバスリーガル」。ウイス
キーといえば一般的にはロックやストレートでの飲み方が主流ですが、セン
トレジスバーではハーブやフルーツなどと合わせた新しい「シーバスリーガ
ル」の飲み方をご提案します。トマト、ローズマリーやオレンジなどとともに、
いつもとは趣向を変えた意外な味のマッチングをご探求ください。

Lovers of good scotch whiskey will undoubtedly have savored Chivas Regal. Famed 

the world over since it first launched in 1909, The St. Regis Bar invites you to taste 

the Chivas Regal 25, a rare and exclusive blend of the finest Scotch whiskies. We also 

suggest a surpr ising par ing with herbs, f ruits , and vegetables. We can’t think of a 

better way to unwind a�er a long day.

“CHIVAS REGAL & What?”~Unique Paring Experience~

1グラス  ¥1,800～ per  glass ボトルキープ（1本） ¥25,000～ 

「シーバスリーガル & What？」～新しい飲み方のご提案～

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

お1人様 

キャロライン    ¥7,200 per  person 

アスター        ¥4,900 per  person 

“CHIVAS REGAL
                & What ? ”

Unique Paring 
        Experience


