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3/12 Mon.～5/6 Sun.

春の昼下がりは
桜の花咲くティータイムを

ご好評のBL AC Kアフタヌーン
ティーの、桜ミックスバージョンが期
間限定で登場。午後の美味しいお
花見はいかがですか？

Delight in an afternoon of respite with a 

selection of cherry blossoms inspired 

desser ts and spr ing pastr ies as you 

admire the undeniable beauty of the 

Sakura season. 

BLACK Afternoon Tea × ByKURO “SAKURA”MIX
BLACK アフタヌーンティー 桜ミックス

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）

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

TAKUMI The Cocktail 匠・ザ・カクテル

「匠」の一杯が毎月のお愉しみに

食材をとことん厳選した「匠」カクテル。今回は春から初
夏にかけての、旬の美味しさをお届けします。毎月、新し
い味わいをお愉しみください。
In pursuit of using the freshest ingredients, we present the Takumi Cocktail 

– translating the season’s ambience in your beverage. From now till early 

summer, discover the taste of the season every month at The St. Regis Bar. 

4/1 Sun.～ 6/30 Sat.

［4月］ 厳選した季節の紅茶をベースにした春カクテル 
［5月］ 沖縄ピーチパインを使用したピニャコラーダ
［6月］ 長野杏を使用したチャーリー・チャップリン

【メニュー】

￥2,000～ per  glass 

お1人様  ￥4,500 per  person
お1人様  ￥6,500 (グラスシャンパン付き) 

小山氏とのコラボレーション
アフタヌーンティーがこの夏、セントレジスに。
世界的人気パティシエ小山進氏がオーナーのパティス
リー「eS KOYAMA」（兵庫県三田市）との夢のコラボ
レーションアフタヌーンティーが、この夏、セントレジス
バーにお目見えします。是非お楽しみに。

Famed pastry Chef Susumu Koyama, owner of “Patissier  eS  KOYAMA” will grace The St. Regis Osaka 
with a one-of-its-kind afternoon tea collaboration. Famous for his Koyama Roll and top winner of the CCC 
contest - the most prestigious competition in France for 7 consecutive years, it is our pleasure have Chef 
Koyama at the St. Regis bar this summer and we invite you to join us for this exclusive experience. 

PATISSIER eS KOYAMA afternoon tea

オーセンティックな製法で  
“真の本物”と呼ばれるスコッ
チ・ウイスキーを期間限定で。

Authenticity オーセンティシティー

Savor ing whiskey at The St . Reg is 
Bar becomes an event to remember, 
with a tast ing of some of the most 
unique distillers’ editions.

各ショット

ボトル 

¥2,400～
 ¥30,000～

4/1 Sun.～ 6/30 Sat.

・デュワーズ
・カティサーク
・ロイヤル・ブラックラ

Dewar’s
Cutty Sark
Royal Brackla

COMING SOO
N

※写真はイメージです。

per person with a glass of champagne

繊細かつ爽快な飲み口を体験

過酷な地形を走破するパワーを持ちつつ、類い希なラグジュア
リーと繊細な心遣いを兼ねそろえた新型ベンテイガV8にちな
み、８種類の材料を使った爽やかなカクテルに仕上げました。

Bentayga V8 is designed to balance exquisite 

refinement with astonishing performance. Reflecting 

such style, this Bentaya cocktail uses 8 ingredients 

including gin and Earl Grey, both from England, the birthplace of Bentley.

4/ 1 Sun.～6/30 Sat.

Bentley Cocktail ベントレーカクテル

  ￥2,000 per  glass 
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ご予約・お問い合わせ （10:00～20:00）Reservation and Information TEL 06-6105-5659

父の日のスイートな贈り物に
ビターなプティ・ガトーを

濃厚なチョコレートと胡桃やアーモンドの美味しさが詰まった、ひとく
ちサイズのプティ・ガトー。程よい甘さで、大人の男性におすすめです。
Indulge your father this Father’s Day with four petite chocolate cakes. With this 
gift set, he can delight in the sheer decadence of chocolate cakes.

父の日　チョコレートケーキセット 1箱 ¥1,100

6/7 Thu.～ 6/17 Sun.

母の日の感謝を美味しい煌めきに込めて

色とりどりのお花や、フルーツがたっぷり詰まったリース型のゼリーは、
まるで輝くジュエリーのよう。日頃の感謝の気持ちを込めて、お母様に
プレゼントしてみませんか？
Show your mother the love she deserves with an edible piece of art! Made from 
the sweetness of Muscat grapes, this flower filled jelly that shines bright like a 
woman’s best friend is sure to be the perfect gift for this Mother’s Day!

母の日　フラワージュエリーゼリー ※要予約1台 ¥3,500

5/3 Thu.～ 5/13 Sun.

黄金柑の豊かな風味をスイーツで

独特の芳香と強い甘み、さわやかな酸味をもつ黄金柑を使ったエク
レアを期間限定で。
A star feature at the Boulangerie is our Golden Orange Éclair. With a hint of citrus 
tang married with the sweetness of an eclair, this seasonal eclair is not to be missed!

期間限定　黄金柑エクレア        1個 ¥520

4/1 Sun.～ 5/31 Thu.

春を味わう！ 新作が続々登場

桜エビと菜の花をトッピングしたバゲットは、桜エビを練り込んだ生地
に、桜の塩漬けをベシャメールソースに合わせ焼き上げました。ピンクの
メロン餡パンは桜味。目にも愉しい、春らしい新作をご賞味ください。
Sprinkle of Sakura-ebi is kneaded into our house-made dough with Béchamel 
sauce to give this seasonal bread its savory flavor. Also featured during this season 
is a pinkish Sakura Melon Bread with Sakura patterns.

桜エビバゲット 桜メロン餡パン1個 ¥390 1個 ¥260

1F 「ブランジェリー ル ドール」

営業時間 11：00～18：00

&

Bread
Sweets

by ST. REGIS

  EclairGolden Orange

Mother’s DayFlower Jewelry Jelly

Baguette

Sakura Ebi 

Ch
ocola

te Cake

    
      

Box

Fat
her’s Day

  Melon Bread

Sakura
～ 4/30 Mon.


