
風薫る、NYを
旅する気分で
セントレジスの発祥は

ニューヨーク五番街にあるセントレジスニューヨーク。

新緑が清 し々いこれからの季節、ニューヨークの

エッセンスがふんだんに散りばめられた

セント レジス ホテル 大阪で、新しい体験をしませんか。

The St. Regis New York redefines luxury in the heart of NYC. Its 

stately address at 5th avenue has seen eras of glamour in the heart 

of midtown Manhattan. Just like its founding hotel, The St. Regis 

O s a k a s i t s  i n  t he  f a me d M ido s u j i  s t re e t  a nd i s  t he  c hoice  o f  

discerning travelers. 
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作家で発明家であったアスター卿は、NYの偉人た
ちとともに情熱を追求する場としてセントレジス
ニューヨークを設立。後にタイタニック号の沈没で
帰らぬ人に。華やかな激動の時代を駆け抜けました。

A born inventor and notorious rule-breaker, John Jacob Astor IV founded The St. Regis New York as a place to pursue 

his passions in the company of the city’s luminaries. More than a century later, the St. Regis brand is renowned for its 

tradition of innovation and commitment to impeccable service at the best addresses around the world.

ジョン・ジェイコブ・アスター4世
John Jacob Astor

セントレジスニューヨークは今なお設立された1904年当時の面影を残し、ニューヨーク市指定の
ランドマークとしても親しまれています。映画『プラダを着た悪魔』のロケ地にも！

p5
ご予約・お問い合わせ （10:00～20:00）Reservation and Information T E L 0 6 -6105 -5659

空と緑に囲まれたシャンパンガーデンで
都会の風景を満喫

シャンパン、ビールにくわえ、今年はハイボールが豊富に登場。
レモンやライムなど様々なフレーバーをお楽しみください。

今年のセントレジスガーデンのテーマは「NYシャンパンガーデン」。“ニューヨー
ク”をテーマに、人気のトルネードフライドポテトやボリューム満点の国産牛サー
ロインのステーキ、スペアリブやガーリックシュリンプなど、美味しさはもち
ろん、ビジュアルも話題性も抜群のメニューで皆様をお迎えいたします。ドリン
クは、マム  グラン  コルドンやペリエ・ジュエ、大人気のメーカーズマーククラフ
トハイボールなどの多彩なラインナップをご用意。もちろん、シャンパンを思う存
分愉しめる人気のプランもご用意しております。地上50メートルの開放感のあ
る屋外ガーデンで、ご友人やお仲間との楽しいひとときをお過ごしください。

Venture to The St. Regis Osaka’s rooftop terrace and you will be greeted by soaring views of the 

city while you sip on Champagne in the evenings. Savor moreish bites inspired by the trendy eats 

in New York, like the Tornado Potato and sirloin steak, so fancy that they will warrant a photo for 

socia l media. Imbibe wide ranges of beverages loved by New Yorkers, including Mumm 

Champagnes and Maker’s Mark craft highball. If you’ve never been to Manhattan, NY Champagne 

Garden is the place to be to soak in the atmosphere and energy of this industrious city. 

NY Champagne Garden NYシャンパンガーデン

平日4/28 Sat.～ 9/30 Sun. 17:30～22:30 （L.O.22:00）Weekday
17:00～土・日・祝   Sat. - Sun. & Holiday

　（一例）：「ザ・セントレジス」   お1人様 ¥10,000～ per person （税・サ別）
前菜2品 （鶏手羽元＆和牛のたたき）＋ピザ（マルゲリータ）
＋メインディッシュから1品（サーモンのコンフィ・ガーリック
シュリンプ・国産牛サーロインのタリアータ・スペアリブ）

シャンパンマム、スタンダード・シャンパンカクテル、メーカーズ
クラフトハイボール、ビール（ザ・プレミアム・モルツ、ザ・プレ
ミアム・モルツ〈黒〉）、赤/白ワイン、ソフトドリンク

90分飲み放題プラン

ChampagneGardenN

【お料理】 【お飲物】 

※雨天の場合は予告なく中止の場合があります。　※アミューズ料金 （1人600円）が別途加算されます。

2016年の世界大会で優勝を果たした実力の持ち主。
そのパフォーマンスで世界的にも名が知られている。

4/28 Sat.
オープニングイベント
フレアバーテンダー
有吉徹がゲストに登場！

場  所  12F  セントレジスガーデン


