
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）

12F

ご予約・お問い合わせ Reservation and Information （レストラン予約／10:00～20:00）T E L 0 6 -6105 -5659

ノエル
〈洋梨のカクテル〉

ナターレ
〈ティラミスマティーニ〉
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聖夜にふさわしいお気に入りの一杯を

12/1 Fri.～12/25 Mon.

Festive Cocktail フェスティブカクテル

1グラス ¥2,400～ per  glass

内容
シーバスリーガルブランドマネージャーによるシーバスの楽しみ方
シーバスリーガル3種類飲み比べ
シーバスリーガルカクテル、おつまみ
ラッキードロー

ホーリーナイト
〈フローズンストロベリー〉

Christmas Afternoon Tea Set クリスマスアフタヌーンティーセット

セントレジスガーデンで初のクリス
マスイルミネーションを開催します。
館内のあちこちに隠れている1000人
のミニサンタも探してみて下さい。

ガーデンイルミネーション
Garden Illumination

ご予約・問合せ
06-6105-5659 （10:00～20:00）

お1人様

Chivas Regal Christmas Night

12 /15  Fri.

11/21～12/25

18:30受付
19:00～21:00 

シーバスリーガル クリスマスナイト

※要予約
※前日のキャンセルは料金の50%、当日のキャンセルは料金の100%を申し受けます。

ブランデーとトリュフ塩の隠
し味で風味を引き立たせ
た、濃厚な洋梨のカクテル。

ティラミスをマティーニ仕立
てにした、寒い季節にぴった
りのデザートカクテル。

仕上げに注ぐシャンパンが苺
とベストマッチな、クリスマス
にぴったりの可愛いカクテル。

限定メニューを愉しんでシャンパンで乾杯！

クリスマスにふさわしい華やかなスイーツとセイボリーをご用意
しました。今年も1年頑張った自分へのご褒美に、上質なアフタ
ヌーンティーはいかがですか？

Indulge with an exclusive selection of Christmas sweets and savories at The 

St. Regis Bar. 

12/1 Fri.～12/25 Mon.

＊いずれもロンネフェルト社の紅茶が付いています。

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

￥7,000～ （税・サ込）
per  person

リンゴムース、ピスタチオエクレア、シトロンカシスガレット、ブッシュドノエ
ル、ブラウニーショコラ、グラスショート、ビーツのカプレーゼ、クリームチー
ズのオモニエール ラム酒風味
ターキーのフリット 赤ベルピューレ、ドライトマトのフォカッチャ ガトー仕立
て、クランベリーショコラスコーン、ミニパネトーネ他

【メニュー例】

ご予約・お問い合わせ （ホテル代表）Reservation and Information T E L .0 6 -6258 -3333
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クリスマスや新年は非日常の滞在を

22:00～24:00

場所　本町ガーデンシティー1F

ご予約・問合せ
06-6105-5626（9:00～18:00）

セントレジスの伝統そのままに、優雅で華やかな新年の幕開けを
ジャズのライブで。

ニューイヤーカウントダウンジャズパーティー

お1人様 

¥15,000～ （税・サ込） per person

12 /31 Sun.

10/10 Tue. ～ 12 /22 Fri. 12/15 Fri. ～ 12/25 Mon. チェックイン

2名様ご1室  ¥80,000～ （税・サ別）

内容：イルミネーションの見える角部屋確約（ビューバス付き）
　　  クリスマスディナー（フレンチまたはイタリアンからお選びいただけます）
　　　お部屋での朝食、グラスシャンパン、クリスマスプラリネ、レイトチェックアウト 13時

10/10 Tue. ～ 12/31 Sun. 

12/31 Sun. 

Year-end Stay with Countdown Jazz Party ニューイヤーカウントダウンプラン 

Midosuji illumination Plan 御堂筋イルミネーションプラン

2018 New Year Stay 2018 新年宿泊プラン

内容：「ニューイヤーカウントダウン」イベントチケット付き（ご宿泊人数分）
　　 レイトチェックアウト 13時

2名様ご1室  ¥105,800～  （税・サ別）

予約期間

内容：ディナー（フレンチまたはイタリアンからお選びいただけます）
　　  年越しそばをお部屋にお届け（12/31のご宿泊のみ）
　　  新春おせち朝食付き
　　  ホテルグッズの入った福袋プレゼント

 チェックイン限定

 チェックイン限定

New Year Count Down Jazz Party

2名様ご1室  ¥112,000～ （税・サ別）

毎年華やかに盛り上がるカウントダウンジャズパーティー付きの宿泊
プランです。13時のレイトチェックアウトなので、翌朝もごゆっくりお過
ごしいただけます。

Celebrate the end of 2017 with this exclusive stay package including an invitation 

to a countdown jazz party. 

キラキラと輝く全長4kmの御堂筋イルミネーションを、お部屋からはもちろんバスルームか
らもお楽しみいただける角部屋確約のプランです。夕食はフレンチまたはイタリアンのクリス
マスディナーを。翌朝の朝食はお部屋にお届けします。

Reserve your Christmas stay with this exquisite package including one night stay at a corner room with a view 

of Midosuji illumination, special Christmas dinner, in-room breakfast the next day, and 1PM late checkout.

初日の出が見える東向きの
お部屋確約プランです。
和食シェフが自信を持って
お届けするおせち料理で
新しい一年のスタートを。

St a r t  you r  new  ye a r  w i t h 

traditional Japanese “Osechi” 

new year breakfast, carefully 

prepared by our masterful chef. 

宿泊期間　予約期間　

10/10 Tue. ～ 12/30 Sat. 

宿泊期間

予約期間

宿泊期間

12/31 Sun. ～ 2018. 1/2 Tue.  

※表記料金に別途、消費税およびサービス料が加算されます。The consumption tax and service charge will be added to the displayed prices.　※この季刊誌に掲載されている写真はすべてイメージです。 
※記載内容は2017年11月現在のものです。 予告なく変更する場合がございます。All photos are images. Information is current as of November 2017. and subject to change without notice.

※天候によりご覧いただけない
　場合もございます。

※


