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年会費 100,000円（税込）

Annual Membership Fee　¥100,000（Tax included）

Membership Benefit

会 員 特 典

Banquet

ルーレットやカードなどで遊ぶ、カジノをイメージした一夜限り
の大人のイベントを開催。特別にご用意するカクテルやフードと
ともに、まるでラスベガスに来たような非日常の空間をお愉しみ
いただけます。是非、タキシードとドレスでダンディー＆ゴージャ
スに決め込んでお越し下さい。

If the words ‘roulette’ and ‘cards’ caught your eye, you’ll want to join us for this one-night only event with cleverly concocted cocktails, palate-pleasing dishes complete 

with jazz BGM for a full-on Las Vegas atmosphere! Dress the part and look dashing in a tuxedo and enjoy a themed night of fun at the best address in Osaka.

カジノ気分で！ 
リッチに愉しむ煌びやかな夜

Gentleman Night Casino Royal ジェントルマンナイト　カジノロワイヤル　

内容：お料理（ブッフェ）、カクテル、シャンパン、カジノ風ゲーム

6/8 Fri. 18:30受付 / 19:00開始 場  所 11F 宴会場

NY社交界の華、アスター夫人のおもてなしを体験

セントレジスホテル創始
者の母であり、当時のNY

の社交界を代表する人物
であったアスター夫人伝
統のおもてなしのひとつ
「ミッドナイトサパー」。今

回は高品質シャンパーニュ「ジャカール」と、オーガニック紅茶「セ
レンディピティー」のコラボレーションで皆様をお迎えいたします。

大切な仲間と、思い出に残る夏のひとときを

ホテルシェフ自慢のお
料理と豊富なドリンク
で、心に残る特別なひ
とときを演出いたしま
す。納涼会や同窓会な
ど、様々な機会にご利
用ください。

※要予約

協賛：国分株式会社 / 
SerendipiTea Japan

20：00～23：00 場  所 11F 
・ライブラリー スイート
・キングコール スイート
・バイカウント スイート

6/1 Fri. 

お1人様  ¥18,000 per person 

The St. Regis Midnight Supper Ritual
セントレジス　ミッドナイトサパーリチュアル

内容：「ジャカール」「セレンディピティー」のフリーフロー 
        シャンパン、紅茶がテーマのお料理ブッフェ

老舗紅茶メーカーであるロンネフェルト社のティーマスターによる、5つ星ホテルのために作った紅茶の芸術
品で学ぶティーセミナー。セミナー終了後には、ランチやプティフールを紅茶とともにお愉しみください。

Expand your interest in teas with a seminar by masters of tea Ronnefeldt, one of the most celebrated  tea brands favored by 5-star hotels and 

restaurants all over the world. Delight in elegant scones and petit fours with samplings from the Ronnefeldt Tea Series after the seminar. 

Tea  Connoisseur  Seminar ティーコノシュアーセミナー

「シネマで紅茶レッスン」  

内容：ティーセミナー（ランチ、ロンネフェルト紅茶付き）お1人様  ￥5,800 per person 

4/19 Thu. 12：00～14：00

「紅茶と食事のペアリング」  

5/17 Thu. 12：00～14：00

「紅茶をめぐる旅～モロッコ編～」 

6/21 Thu. 12：00～14：00

料金 お1人様  ￥30,000 per person

場  所 11F 宴会場

6/1 Fri. ～9/30 Sun. 

ブッフェ料理　Buffet

コース料理 　  Course　            

Summer Party Plan サマーパーティープラン

内容：ブッフェまたはコース料理　Buffet or Course  90分飲み放題　90min

※20名様～

※8名様～

お1人様     ¥9,000～ per person
お1人様  ¥11,000～ per person    

幹事様
特典あり

ランチ・ディナータイム

※日程及び内容は都合により変更させていただく場合がございます。

※要予約　※女性のみでもご参加いただけます。　※詳しい情報はホームページにてご覧ください。

場  所   

講  師　森直樹（ロンネフェルト社認定） 　
場  所  

講  師　セントレジス ティーマスター （ラウト・ドロン・ラジ 他） 講  師　森 直樹（ロンネフェルト社認定）
「ル ドール」2F 「ル ドール」2F 場  所  「ル ドール」2F 

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

年会費年会費 100,000円（税込）100,000円（税込）

Annual Membership Fee　¥100,00Annual Membership Fee　¥100,000（TaTax include included）

Membership BenefitMembership 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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