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1・2F フレンチビストロ「ル ドール」 French Bistro

ピンク×黒のストロベリーブッフェでデトックス

ハリウッドのセレブたちの間でも流行中の「活性炭」を使用したストロベリーデザート
ブッフェが登場！活性炭には体内の不純物や有害物質、毒素などを吸着する性質があ
り、そのデトックス効果がダイエットにも注目されています。ピンクと黒のカップケーキや
プリン、マカロンなど、思わず写真を撮りたくなる可愛さです。美味しい苺のスイーツで
体内をデトックス！

With the luscious strawberry season upon us, The St. Regis Osaka innovates this year with a Black & 

Pink themed Strawberry spread. A feast for all your senses from the visually stunning spread of 40 

strawberry sweets and dishes, to a treat of these sweet seasonal fruit , you can now enjoy this 

popular buffet with friends and family at Rue D’or. 

Strawberry Dessert Buffet 

2017/12/29 Fri ～ 2018/5/13 Sun. 15:00～17:00  ※毎日開催

お1人様  ￥4,800 per  person お子様（4～12歳）お1人様  ￥2,400 per  person

お1人様  ￥13,000 per  person

ストロベリーデザートブッフェ「Pink’n Black」

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）

【1月】 寒ブリ、アンコウ  【2月】 イイダコ、金目鯛
【3月】 ホタルイカ、ホワイトアスパラ

1/9 Tue.～3/31 Sat.

新鋭シェフが腕をふるう、
旬の和食材を
フレンチスタイルで

「ル  ドール」の才能豊かな若きシェフ　
駒路和司による、旬の和食材をテーマにし
て創り出すサプライズ満載の特別メ
ニューをお試し下さい。

Seasona l Japanese produce coupled w ith the 

talented culinary skills of Chef Kazushi Komaji, 

Rue D’or presents an indulgent menu that is refined 

and delectable. 
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ご予約・お問い合わせ （10:00～20:00）Reservation and Information TEL 06 -6105 -5659

ディナータイム

French Gourmand Dinner 
駒路シェフの季節の特別コース

お1人様
  ￥11,700 per  person会員価格

The Club Epicure
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“世界のTAKAZAWA”をセントレジスで味わう

東京で1番予約の取れない隠れ家レストランと言われ、海外セレブから
も絶大なる人気を誇るレストラン「TAKAZAWA」。この度「ル ドール」
では、オーナーシェフの高澤義明氏をお迎えして2階サロンを貸し切
り、一夜限りのディナーイベントを開催いたします。

The St. Regis Osaka is honored to host the chef owner of Japan’s most sought after 

2-Michelin Starred restaurant Takazawa at Rue D’or for a one-night only dinner. 

Be amazed by the complexity and intricacy of Chef Yoshiako Takazwa award-winning 

French-Japanese fusion dishes, that is often dined by International celebrities, this 

exclusive dinner is an experience not to be missed. 

TAKAZAWA OSAKA

3/16 Fri.

タカザワ・オーサカ

18:30 受付 / 19:00 スタート

ニューヨークスタイルの
SUSHIバーが期間限定でオープン

まるでニューヨークのジャパニーズ・レストランに来たかのようなモダンな寿
司が楽しめるSUSHIバーが期間限定でルドールの2階に登場します。
揚げ物やソースなどでアレンジされたユニークなSUSHIをお楽しみください。

Experience a different Rue 

D’or as we transform level two 

into a n Su sh i  Ba r t w ice a  

week, for a limited time only. 

Helmed by Chef Miyakami 

and with an extensive sake 

menu, be delighted in this 

a u t h e n t i c  g a s t r o n o m i c  

Japanese dining experience. 

場所：ル ドール2F　内容：「TAKAZAWA」特別ディナーコース

お1人様
¥32,000 per  person

お1人様
￥28,800 per  person会員価格

The Club Epicure

定員：35名

高澤 義明
ジャンルの枠にとらわれない自由な発想でオリジナリ
ティーを追求し、世界中で活躍中。アメリカFOOD&WINE 
MAGAZINEでは『人生を変える世界のトップレストラン
10』のひとつに選ばれ、2013年には第一回サンペレグリノ
ASIA TOP 50に名を連ねる。

2/9 Fri.～2/18 Sun.

3/9 Fri.～3/18 Sun.

内容：コース料理、ペアリングワイン、メッセージケーキ付き

お2人様 ￥9,000 two personsペアランチコース

お2人様 ￥14,000 two personsペアディナーコース
お1人様

お1人様

¥9,800 per person5th Avenueコース

¥14,000 per person55th Streetコース

Valentine's Day

バレンタインデーメニュー

ホワイトデーメニュー

大切な方と
ロマンチックなお食事を

Valentine's Day & White Day menu
バレンタイン＆ホワイトーデーメニュー

乾杯用スパークリングカクテルやメッセージケー
キをお付けした、お２人のための、バレンタイン
とホワイトデーのディナー＆ランチコースをご用
意しました。

White Day menu

SUSHI Bar @ Rue D’or SUSHIバー @ ルドール

※毎週木・金曜日  1/11 Thu.～ 3/30 Fri.

※前日までに要予約。単品  ¥1,300～

18:00～21:30 （L.O.）
Every Thursday & Friday
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