
 
 

 
 

 
 
 
報道関係各位                                       2017 年 11 月 2 日  

 
 
 
 
 

セント レジス ホテル 大阪 (所在地：大阪市中央区 総支配人：近藤 豪) では、ホリデーシーズンにぴったりのレストラン
メニューや宿泊プランをご提供しています。 
 

●セントレジスガーデンのクリスマスイルミネーション 

2010 年の開業以来初めて、枯山水の日本庭園が印象的な 12F のセントレジス 
ガーデンがクリスマスのイルミネーションで光り輝きます。また館内には色々な 
ところにミニサンタがディスプレイされていて、その数なんと 1,000 体。 
ぜひ探しに来てみて下さい。 期間： 2017 年 11 月 21 日（火）～12 月 25 日（月） 
 

レストラン情報                                                   ご予約・お問合せ TEL 06-6105-5659 
 

●クリスマスデザートブッフェ 

街中がきらめくこの季節に、北欧をイメージしたサンタのお菓子の街が「ル ドール」 
にやってきます。童話から飛び出してきたようなお菓子の家の周りには、ペストリー 
シェフ特製のザッハトルテ、スノーマンやツリーなどを模ったムース、ブッシュ・ド・ 
ノエルやジンジャーブレッドマンクッキーなどが並びます。 
可愛らしく装飾された色とりどりのクリスマススイーツをお好きなだけお楽しみください。 

期間：  2017 年 11 月 10 日（金）～12 月 28 日（木） 毎日開催 
時間： 15:00～17:00 （2 時間制）   
      ※12/21～25 及びイベント開催日は、14:30～16:30 
会場：  フレンチビストロ「ル  ドール」 
料金：  お 1 人様 ￥5,000  ※4 才～12 才のお子様は ￥2,500 
URL     http://www.stregisosaka.co.jp/xmasdessert2017 
 

●クリスマスケーキ＆ギフトコレクション 2017 

今年の目玉は、暖炉の薪を森で集めて来たようなビジュアルがユニークな、予約注文限定のスペシャル ブッシュ・ド・ノ
エル。チョコレートクリームをサンドしたチョコレートスポンジの上には、5 種類（チョコ、マロン、苺、バニラ、ピスタチオ）の
ロールケーキの薪を束ねて。ホワイトチョコとシャンパン風味の 2 層のムースがアクセントです。その他、真っ赤なリース
をイメージしたムースケーキや、ちょっとした贈り物にも最適なスノーマンチョコレートなどのプチギフトもおすすめです。 

＜商品の一部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注文受付期間： 2017 年 11 月 1 日（水）～12 月 20 日（水） 
店頭販売期間：   2017 年 11 月 21 日（火）～12 月 25 日（月） 11:00～20:00 
販売場所：      ホテル 1F「ブランジェリー ル ドール」 

日本庭園のイルミネーション、北欧をイメージしたサンタのお菓子の街など 

セント レジス ホテル 大阪の2017年ホリデーシーズン情報 

 

 
スペシャル ブッシュ・ド・ノエル             クリスマスリース ルージュ            ブッシュ・ド・ノエル キャラメルノア     クリスマスモンブラン                 スノーマンチョコレート 

   ￥35,000 (予約注文限定)        ￥5,500                 ￥6,000                 ￥3,800                ￥950 

 
 
 
 
 
 
 

 
北欧をイメージしたサンタのお菓子の街 

 

http://www.stregisosaka.co.jp/xmasdessert2017


 
 

 

●フレンチとイタリアンのクリスマス特別メニュー 

大切な人やご家族、お友達とご一緒に、シェフが腕によりをかけた特別なお料理を、上質のサービスとラグジュアリーな
空間でお召し上がりください。 
 
期間： 2017 年 12/21（木）～ 12/25（月） 
時間： ランチタイム  ラベデュータ 11:30～14:30 (L.O. 14:00) ／ ルドール 11:00～14:00 (L.O. 13:30) 
     ディナータイム 【1 部】17:30～19:30 【2 部】20:00～22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇イタリア料理「ラ ベデュータ」 

料金： 
【ランチ】    12/21～25    お 1 人様 3,800 円 / 4,600 円 / 5,400 円 / 8,000 円の 4 つのコース 
【ディナー】 12/21・22・25 お 1 人様 16,000 円 / 23,000 円 / 30,000 円の 3 つのコース 
                 12/23・24       お 1 人様 23,000 円 / 30,000 円 の 2 つのコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇フレンチビストロ「ル ドール」 

料金： 
【ランチ】    12/21～25    お 1 人様 3,800 円 / 5,500 円の 2 つのコース 
【ディナー】 12/21・22・25  お 1 人様 10,800 円 / 13,800 円 / 17,800 円の 3 つのコース 
                12/23・24        お 1 人様 13,800 円 / 17,800 円の 2 つのコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ディナーメニュー例（30,000 円）】 

・オシェトラキャビア ブリニーを添えて 
・オマールエビのサラダ ライム ラズベリー ソンジーノ ポピーシード 
・牛肉のタルタル パルメザンチーズのエスプーマ 黒トリュフ 
・フォアグラのスパデッラート ポルト酒 ざくろブリオッシュを添えて 
・自家製タリオリーニ 仔牛のフォンドヴォー 白トリュフを添えて 
・ノドグロのソテー サフランのソース ポルチーニ茸のフリカッセ 
・黒毛和牛フィレのロースト リードヴォー ポレンタとポロねぎのロースト バローロワインのソース 
・パネットーネのセミフレッド ホワイトチョコレートのソース 洋ナシとチョコレートのタルト 
・ノチーノ(クルミのお酒) 

 

【ディナーメニュー例（17,800 円）】 

・アミューズ 
・ブリの低温コンフィキャビア添え～フレンチ風ブリ大根仕立て～ 
・犬鳴豚のコンソメとセップ茸フォアグラのコンビネーション 
・アンコウのムニエルとあん肝のコンフィ 大阪菊菜のソース  
・蝦夷鹿ロースのロティ コーヒーの香りをまとわせて トリュフ香る根セロリピューレ 赤キャベツとベリーのピューレ  
・又は和牛フィレ肉のロティ コーヒーの香りをまとわせて ベアルネーズエスプーマと赤ワインソース 
・マロンと抹茶のモンブラン クリスマスツリー仕立て マロングラッセ添え 
・プティフール 

 
「ラ ベデュータ」                                               「ラ ベデュータ」                                                 「ル ドール」                                                      「ル ドール」 

スカンピのタルタル                                        フォアグラのスパデッラート                               和牛フィレ肉のロティ                                    ブリの低温コンフィキャビア添え 
 
 
 



 
 

 

●「セントレジスバー」 

ペストリーシェフ特製のブラウニーショコラやリンゴムース、ピスタチオエクレアの他、 
クリスマスにかかせないブッシュ・ド・ノエルやターキーのフリットなど、フェスティブ 
シーズンにぴったりの心躍るメニューが期間限定で登場します。 
 

◇クリスマスアフタヌーンティーセット 

期間： 12/1～12/25 
料金： お 1 人様 4,500 円 ／グラスシャンパン付き 6,500 円 
         ※いずれもロンネフェルト社の紅茶が付いています。 

【メニュー例】 
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 
 

◇クリスマスカクテル 

期間： 11/21～12/25 
料金： ￥2,400～ 

 
聖夜にふさわしいお気に入りの一杯を、ロマンティックに。 

・ノエル＜洋梨のカクテル＞ 
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。 

・ナターレ＜ティラミスマティーニ＞ 
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。 

・ホーリーナイト＜フローズンストロベリー＞ 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●ニューイヤーカウントダウン ジャズパーティー 

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 

ジャズのライブでお迎えください。 

日時：   12/31（日） 22:00～24:00 

場所：   本町ガーデンシティー1F 

料金：   お 1 人様 15,000 円（税金・サービス料込） 

ご予約：   TEL 06-6105-5626 （9:00～18:00） 

 

 

 

 

  

 
クリスマスアフタヌーンティーセット 

   
ノエル＜洋梨のカクテル＞                               ナターレ＜ティラミスマティーニ＞                        ホーリーナイト＜フローズンストロベリー＞ 

 
昨年のカウントダウン JAZZ パーティ―の様子 

 



 
 

宿泊プラン情報                                                                     ご予約・お問合せ TEL 06-6258-3333 

＜御堂筋イルミネーションプラン＞ 

キラキラと輝く御堂筋のイルミネーションが、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、角部屋確約のクリスマス宿泊プランです。お部屋に 
お届けするグラスシャンパンで乾杯した後は、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。 
13 時までのレイトチェックアウトなので、ごゆっくりお部屋でお寛ぎください。 

販売期間：  2017 年 12 月 22 日まで 
宿泊期間：  2017 年 12 月 15 日～12 月 25 日 チェックイン限定 
料金：     2 名様ご 1 室 80,000 円～ 
内容：          お部屋にグラスシャンパン + クリスマスプラリネをお届け 
             「ル ドール」または「ラ ベデュータ」のクリスマスディナー 
             インルーム朝食  
              レイトチェックアウト 13 時 
             御堂筋イルミネーションの見える角部屋確約 
         ハリウッドツイン・ビューバス 
 

＜ニューイヤーカウントダウンプラン＞ 

毎年華やかに盛り上がるカウントダウン JAZZ パーティーチケット付きの 
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。 

販売期間： 2017 年 12 月 31 日まで 
宿泊期間： 2017 年 2017 年 12 月 31 日 チェックイン限定 
料金：    2 名様ご 1 室 112,000 円～ 
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、 
        レイトチェックアウト 13 時 
 

＜2018 新年宿泊プラン＞ 

初日の出が見える東向きのお部屋確約プランです。和食シェフが丹精に仕上げる 
おせち料理で新しい一年のスタートを。 

販売期間： 2017 年 12 月 30 日まで 
宿泊期間： 2017 年 12 月 31 日～ 2018 年 1 月 2 日 チェックイン限定 
料金：    2 名様ご 1 室 105,800 円～ 
内容：    初日の出が見える方角のお部屋確約 
        夕食は「ル ドール」または「ラ ベデュータ」での特別ディナー 
        年越しそばをお部屋へお届け（12 月 31 日のご宿泊のみ） 
        朝食は和食のシェフが腕を振るうおせち料理とお雑煮 
        福袋のギフトプレゼント 
 

※特に記載のない表示料金に別途、税金およびサービス料が加算されます。 
 
 
セントレジスホテル&リゾートについて 
時代を超えて洗練かつモダンで高級感を併せ持つセント レジスは、世界各地の最高なロケーションで 40 軒を超える高級ホ
テル＆リゾートとして、特別な体験をお届けできます様、心を込めてお客様をお迎えいたします。創業者のジョン・ジェイ
コブ・アスター4 世が第 1 号をニューヨークにオープンしてから、1 世紀以上。セント レジスでは、お客さま一人ひとりの
ご期待に応える妥協のないサービスを、その看板ともいえるバトラーサービスによって十二分にご提供することを理念とし
ております。最高級のラグジュアリーブランドは 2018 年までに 50 ホテルに展開される予定です。最新情報は stregis.com、
Twitter, Instagram, Facebook にてご覧頂けます。 
 
セント レジス ホテル 大阪  
所在地： 大阪市中央区本町三丁目六番十二号  
T E L： 06-6258-3333 （代表）  
H P： http://www.stregisosaka.co.jp 
 
 

【本件に関するお問合せ先】 
セント レジス ホテル 大阪（マーケティング部：レイノルズ、小笹） TEL：06-6105-5630 / FAX：06-6105-5627 

E-MAIL：Ai.Reynolds@stregis.com、Tomomi.Ozasa@stregis.com 

 

 
お部屋から見える御堂筋のイルミネーション 

 
初日の出が見える方角のお部屋確約 

※天候によりご覧いただけない場合もございます。 

 
昨年のカウントダウンパーティ―の様子 

 

http://www.starwoodhotels.com/stregis/index.html
https://twitter.com/stregishotels
https://www.instagram.com/stregishotels/?hl=ja
https://www.facebook.com/stregis
http://www.stregisosaka.co.jp/

