平成 28 年 11 月 1 日
報道関係各位

御堂筋沿道の 3 ホテルが参加
セント レジス ホテル 大阪・ホテル日航大阪・クロスホテル大阪
11 月 20 日（日）「御堂筋オータムパーティー2016」にて
オリジナルスイーツを販売
御堂筋沿道に位置するセント レジス ホテル 大阪(大阪市中央区 : 総支配人 福永健司)、ホテル日航
大阪(大阪市中央区 : 総支配人 ジャン・W・マーシャル)、クロスホテル大阪(大阪市中央区 : 総支配人 後
藤修二)の 3 ホテルは、11 月 20 日(日)に開催されるイベント「御堂筋オータムパーティー2016」に 3 ホ
テル合同で参加する運びとなりました事を発表いたします。
本イベントでは、秋の御堂筋や大阪の魅力を国内外に広く発信するプログラムとして、御堂筋の中央
に真っ赤なランウェイを出現させるととともに、写真家・映画監督の蜷川実花さんによるファッション
ステージや陸上男子 400 メートルリレーメダリストメンバーによるリレーパフォーマンス、パフォーマ
ーなどが出演し、上質で華やかなエンターテインメントを演出します。
様々なパフォーマンスが催される中、本イベント趣旨に賛同した 3 ホテルは、新橋北から新橋交差点
内の飲食ブースにて、
『御堂筋オータムパーティー2016 限定スイーツ』を、1 コイン（￥500 税込）にて
販売いたします。パティシエの豊かな感性から生まれたホテルメイドのスイーツと様々なプログラムが
特別な休日を演出いたします。どうぞ秋の御堂筋を体感する素敵な休日をお過ごしください。
また、同日の夜には御堂筋イルミネーションを車道から見ることができる「御堂筋イルミネーション
2016」
（主催：大阪・光の饗宴実行委員会）も開催します。昼も夜もぜひ御堂筋へお越しください。
【御堂筋オータムパーティー2016 概要】
開催日時 ： 平成 28 年 11 月 20 日(日曜日)14 時～16 時
開催場所 ： 御堂筋（久太郎町 3 交差点～新橋交差点）
実施内容 ： オープニングセレモニー/ファッションショー/リレーパフォーマンス/PR・体験・飲食等
イベント詳細は http://www.midosuji-runway.com
※雨天決行。但し、雨天の場合は一部催しが中止となる場合があります。荒天の場合は開催を中止し
ます。
【御堂筋オータムパーティー2016 限定スイーツ】
開催日時 ： 平成 28 年 11 月 20 日(日曜日)14 時～16 時
開催場所 ： 御堂筋（新橋北交差点～新橋交差点)
料金
： 各ホテルオリジナルスイーツ￥500（税込）
（3 ホテル共通）
メニュー ： 別紙各ホテルメニューをご参照ください。
内容については、食材の都合により変更となる場合がございます。
※写真はイメージとなります。

■セント レジス ホテル 大阪 竹炭ロールケーキ

竹炭を使った黒いスポンジケーキで、甘さ控えめのふんわりチョコクリームを巻きました。

【メニュー】
竹炭ロールケーキ（単品）

¥500（税込）

※開催中のデザートブッフェ「THE BLACK by St. Regis」でもお召し上がりいただけます。

ペストリーシェフ 伊藤 慎二

洋菓子の世界で約 30 年、腕を磨いてきたベテラン職人。
グラス（氷菓）を使った「アシェットデセールコンテスト」にて優勝。
「ジャパンケーキショー」プティガトー部門にて「金賞」受賞。
タイのロイヤルオーキッドシェラトンホテルにて洋菓子の技術指導を行った経歴を持つ。
開業年、セントレジスホテル大阪 ペストリーシェフに就任。
口の中で生クリームが溶けるストロベリーショートケーキは、伊藤の自信作。

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。

【ご予約・お問い合せ】
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
TEL：06-6258-3333 （代表）
HP：http://www.stregisosaka.co.jp

セント レジス ホテル 大阪への取材お問い合せ
セント レジス ホテル 大阪 広報部：レイノルズ あい・小笹 朋美
TEL：06-6105-5630／FAX：06-6105-5627／Email Ai.Reynolds@stregis.com
Tomomi.Ozasa@stregis.com

■ホテル日航大阪

マロンカフェ・ブラウニー（レクラン）・デニッシュアソート（ キャトルウール）

新進気鋭パティシエ 3 名による「御堂筋オータムパーティー2016」限定スイーツです。
『マロンカフェ』
は秋の味覚「栗」の美味しさがぎゅっと詰まったパフェスタイルです。
『レクラン』は 2 種類のビターチ
ョコを使った濃厚なブラウニーをナッツやドライフルーツでまるで宝石箱のように飾った一品です。
『キ
ャトル ウール』は見た目もかわいい 4 種類のプチデニッシュのアソートです。「御堂筋オータムパーテ
ィー2016」をご覧頂きながら、お好みのスイーツでティータイムをお楽しみください。
【メニュー】（いずれも税込）
「マロンカフェ」

¥500

ブラウニー「レクラン」
（仏：宝石箱）

¥500

デニッシュアソート「キャトルウール」
（仏：午後 4 時）4 個入り 1 セット¥500

パティシエ 花房 薫
パティシエ 3 年目。幼稚園のころからパティシエに憧れ、夢を実現。
「栗の風味を楽しんで頂けるよう考えました。皆さまで秋を感じて頂きたいです。」

パティシエ 西本 奈央
小さい頃からお母さんとのお菓子作りが好きな 2 年目のパティシエ。「大好きなブ
ラウニーを気軽に楽しめるよう一口サイズのキューブにしました。」

パティシエ 合田 直也
料理が趣味の 4 年目パティシエ。「4 種類で味のバランスを考えた作品です。ご

家族で「おやつの時間」に楽しんでほしいです。
」
ホテル日航大阪について
大阪のメインストリート御堂筋に面し、ミナミのランドマーク、地下鉄「心斎橋駅」8 号出口に直結する
抜群のロケーションに位置します。心斎橋筋商店街、道頓堀、アメリカ村はじめ人気スポットへは徒歩
圏内。ニッコー・ホテルズ・インターナショナルの旗艦ホテルとして、上質な空間とサービス、そして
味をご提供いたします。2014 年 4 月からユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルに加
盟。トリップアドバイザー エクセレンス認証 2016 を受賞しました。
【ご予約・お問い合せ】

所在地：大阪市中央区西心斎橋 1-3-3
TEL：06-6244-1111 （代表）

HP：http://www.hno.co.jp

ホテル日航大阪への取材お問い合せ
ホテル日航大阪 セールス＆マーケティング部 広報担当－鬼村(おにむら) 知恵
TEL：06-6244-0747／FAX：06-6244-0748／Email：onimura.to@hno.co.jp

■クロスホテル大阪

マカロンアソート（5 つの音色）

当ホテルのパティシエールが心を込めてお贈りするのは、可愛い彩りの「マカロンアソート」。5 つの色、5
つの味を奏でるとっても可愛いマカロンです。外はさっくり、中はしっとり、見た目も可愛く、
「あんず」
「抹
茶こしあん」
「キャラメルクリームチーズ」
「イチゴジャム」
「チョコガナッシュ」。ころん、と可愛いマカロン
を手に食べ歩き、御堂筋オータムパーティーを今年もお楽しみください。

【メニュー】
マカロンアソート（5 つの音色）

¥500（税込）

CROSS AQUA COLLECTION より

1杯

¥400～（税込）

パティシエール

新田 陽子

クロスホテル大阪

グラマラス・クロスのパティシエール。

女性目線のアイデアで奏でるスィーツは女性ゲストより大変好評を頂いております。
「マカロンは甘すぎるイメージがありますが、甘さを控え初めての方にも手に取っていた
だければと願い心を込めてご用意しました。御堂筋の秋深まる一日を 5 色の彩りを添え
て、可愛いマカロンを食べ歩きながらお愉しみください。
」

クロスホテル大阪について
大阪ミナミの「ど真ん中」
、御堂筋に面した最高のロケーションに位置します。難波出口からは徒歩約３分、
誰もがご存知のグリコの看板は徒歩１、２分圏です。街歩きの拠点にも、ビジネスや観光・ショッピング、旅
の拠点にも‘使える’ホテルです。
「赤」と「Ｘ」が印象的な玄関、扉を入ればひときわ真っ赤な大きな
パネルが目にとびこみ、ホテルオリジナルのアロマが優しく香ります。
大阪の旅を至福のものにするこだわりを持った大人が集うホテル、クロスホテル大阪は自由なライフスタイル
を好む人々を、より自由にします。Keep in touch ～en_musubi～

私たちは全てのご縁を大切にします。

【ご予約・お問い合せ】
クロスホテル大阪
所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目五番十五号
TEL：06-6213-8281（代表）
HP：http://www.crosshotel.com/osaka/

クロスホテル大阪ホテルへの取材お問い合せ
クロスホテル大阪 企画・広報担当：森本恵子
TEL：06-6213-8281／FAX：06-6213-8404／Email

keiko_morimoto@x-hotel.jp

