
チーズの奥深さに魅せられる夜

Rare cheeses and wines pair to make a gastronomic one-night event not 

to be missed. A sampling of cheese l ike Camembert, Mozzarel la , 

Roquefort, Chèvre, Brie and others will introduce you to aspects of 

cheese you have not yet discovered. Our St. Regis Sommelier awaits with 

answers to how best to match your wines with your favourite cheese.

お1人様

¥9,000 per  person

9/ 7 Fri.

Le Fromage

Le F romage

ル・フロマージュ

【内容】 各種チーズ、チーズ料理、
ペアリングワイン、ウイスキー（フリーフロー）

17:30 受付 / 18:00 スタート

定番から稀少なチーズまで、各国の様々なチーズをお愉しみ
いただけるワンデイイベントを開催。お気に入りのチーズとベ
ストマッチングのワインを、お好きなだけお召し上がりください。
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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）

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

￥1,300 per  order6/1 Fri.～8/31 Fri.

“宝石のような果物の輝き”を
老舗の紅茶で味わう

3ヶ月毎のシーズナルティー第2弾は、300年の歴
史と伝統を誇るドイツティー「ダルマイヤー」。 今
回のテーマは“Jewels of Fruits” 。太陽の日差し
が反射する水面の煌めきや、森の生き生きとした
エネルギーを感じさせる一杯とともに、優雅なひ
とときをお過ごしください。

For those who delight in the subtle elegance of tea, join us 

for a tea d iscover y themed around “ Jewels of Fr u its”. 

Presented by Dallmayr, a German tea of over 300 years of 

history and tradition, embark on a tasting of quiet luxury 

in every sip. 

Seasonal Tea “Dallmayr”
シーズナルティー 「ダルマイヤー」 

【アイスティーメニュー例】

緑茶ベース、シロップ漬けされたマンゴーとレモンスパイス

ハイビスカス、ローズヒップ、アップルやブラックベリー

オレンジピールやアプリコット、ハイビスカスやひまわり

トゥルシーハーブ、ルイボス、オレンジ、ジンジャー、スパイス

［サンサルテーション］

［フルーツフォレスト］ ※カフェインフリー

［アプリコットピーチ］ ※カフェインフリー

［トゥルシー］ ※カフェインフリー

Seasonal Tea 
               “Dallmayr”

ボトルフェア

ボトルプライス ¥22,000～ per  bottle

7/1 Sun.～ 9/30 Sun.
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TAKUMI The Cocktail 匠・ザ・カクテル

盛夏から初秋へ
毎月、旬の風味を愉しむ一杯を

食材をとことん厳選した「匠カクテル」を月替わりでお届けし
ます。今回は夏から初秋にぴったりの素材をピックアップ。
オリジナリティー溢れる組み合わせや、その時期ならではの
新鮮な美味しさと出合う楽しさを是非。

In pursuit of using only the f reshest ingredients, the St . Regis Bar 

presents the Takumi Cocktail, t ipple that ref lected the tastes of the 

season each month. 

Bentley Motorsport will unleash the new Continental GT3 race car at Suzuka 10 Hours 

Endurance Race this summer. Commemorate the debut of this championship-winning 

racer with a special cocktail.

Keep your favorite limited edition bottles of Suntory Scotch 

Whiskey and Bourbon at the St. Regis Bar. 

7/1 Sun.～ 9/30 Sun.

［7月］ 黒蜜のようなモラレスシロップを使用したモヒート
［8月］ ミカドレモンを使用したシトラスフローズンダイキリ
［9月］ 旬の梨を使用したマティーニ

【メニュー】

￥2,200～ per  glass 

Seasonal
         Cocktails

お気に入りのウイスキーをボトルキープ

サントリーのスコッチウイスキー2種とバーボンウイスキー

１種のボトルフェアを期間限定で開催。この機会に是非お

気に入りのボトルをセントレジスバーでキープしてみては。

サーキットを走るレースカーのように
駆け抜ける爽やかな風味

2 017年11月に発表された
新型ベントレー・コンチネン
タルのレースカーである
コンチネンタルGT3が、い
よいよこの夏、鈴鹿に登場
いたします。鮮やかなグ
リーンの車体をイメージし
たカクテルで、空想レース
をお愉しみください。

7/1 Sun.～ 9/30 Sun.

Bentley Cocktail ベントレーカクテル 「コンチネンタルGT3」

  ￥2,000 per  glass 


