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フォーシーズンズホテル京都へようこそ。

円山公園の枝垂れ桜に、祇園の夜桜、そして嵐山の山桜。

京都が薄紅色に染まる頃、花街では春の踊りがはじまり

ひときわ華やかな季節を迎えます。

800年もの歴史を受け継いできた当ホテルの名庭「積翠園」も

やわらかな陽光に池の水面が輝き

まるで春のひとときを祝福してくれるかのようです。

そして東山の緑が深さを増す薫風の季節には、

池のほとりにシャガやツツジ、菖蒲など色鮮やかな花々が咲き誇ります。

さまざまな出会いに心弾む時節、積翠園の美しい自然とともに

フォーシーズンズホテル京都が、大切な一期一会にそっと寄り添います。

Welcome to Four Seasons Hotel Kyoto.

Whether it is the weeping cherry trees of Maruyama Park, 

illuminated cherry blossoms in night-time Gion, or mountain cherries in Arashiyama...

all of Kyoto is tinted cherry blossom pink in celebration of the glory of spring.

With its 22 cherry trees, the Shakusui-en pond garden at our hotel has welcomed 

more than 800 springs. Re�ecting brilliantly o� the surface of the pond, 

spring sunrays seem to congratulate the beauty of the moment.

As the green of Higashiyama deepens with the balmy breezes of early summer, 

the fringes of the pond are coloured with irises and azaleas.

Join us to marvel at the beauty of the natural pageant played out in our garden.

 �e Four Seasons Hotel Kyoto entreats you to treasure every encounter.



サクラランチ

手長海老と北海道産帆立貝のポワレや国産牛のテンダーロインに

アスパラガス、菜の花、空豆といった春野菜をふんだんに散りばめ、

料理長 井料 剛がアーティスティックな一皿に創り上げました。
素材の味を引き出し、香りを引き立たせたランチコースは

五感に春の訪れを告げ、テーブルを新鮮な喜びで包みます。 

2018年3月1日（木）- 4月15日（日） 11:30 - 14:30
6,500円

Sakura Lunch Course
Chef Tsuyoshi Iryo creates a plate that celebrates the colors and �avours of spring, 

with pan-fried scampi and Hokkaido scallops or Japanese beef tenderloin, 
all generously garnished with a spring-like bounty of asparagus, 

�eld mustard and fava beans. 
Flavourful and fragrant, our special lunch course heralds the arrival of spring 

with sensuous �air, evoking a thrill of happiness.

�ursday March 1 – Sunday April 15
11:30AM – 2:30PM  JPY 6,500



サクラアフタヌーンティー

うららかな春の陽気のもと、池庭を眺めながらアフタヌーンティーを。

桜風味のロールケーキをはじめとするスイーツ5種に加え、
4種のセイボリーには、旬の桜海老のキッシュ、

イベリコハムと新タマネギのブルスケッタなど春の味覚を集めました。

さらに2種の味わいの温かいスコーンも添えて。
香り高いロンネフェルトの紅茶セレクションやイリーコーヒーとともにお楽しみください。

2018年3月1日（木）- 4月15日（日） 15:00 - 17:00
4,500円

Sakura Afternoon Tea
Indulge in a leisurely interlude, overlooking our pond garden agleam

in the glorious sunlight of spring. 
Teatime delicacies include four di�erent savouries, 

�ve sweets and two �avours of scones, all summoning the pleasures of spring.
Choose illy co�ee or a selection of fragrant Ronnefeldt teas

to accompany your repast.

�ursday March 1 - Sunday April 15
3:00PM - 5:00PM  JPY 4,500



サクラカクテル

渡月橋の向こうにうっすらと色付く山桜をイメージした、

桜と柚子のカクテル「嵐山」。

祇園白川の夜桜の艶やかさをロゼワインと

自家製シナモンビターズで表現した「祇園白川」。

京都の桜に酔いしれるひとときを。

2018年3月1日（木）- 4月15日（日） 10:00 - 24:00
2,300円

Sakura Cocktails
Infused with cherry blossoms and Yuzu,

our Arashiyama cocktail evokes the image of mountain cherries blooming 
in the hills beyond Kyoto’s Togetsukyo Bridge. 

�e Gion Shirakawa, a fragrant creation of rosé wine 
and house-made cinnamon bitters, suggests the lustre 

of blossoms along the Shirakawa canal at night. 
Join us for an intoxicating taste of Kyoto cherry blossoms.

�ursday March 1 - Sunday April 15
10:00AM - Midnight  JPY 2,300



サクラデザート

桜風味のクリームをたっぷり使用したロールケーキや

桜と宇治抹茶のマリアージュを味わえるエクレアなど。

ペストリーシェフ濱本佳秀が丹精込めて作り上げる

春の彩り溢れるスイーツの数々をご用意しております。

お土産にもぴったりの一品で、大切な人へ春をお届けしませんか。

2018年3月1日（木）- 4月15日（日）
桜のロールケーキ / 桜と宇治抹茶のエクレア 各1,400円（テイクアウト 各800円）

＊提供時間：10:00 - 18:00（イートイン、テイクアウトともに）

Sakura Desserts
Rolled cake �lled with cherry blossom-�avoured cream, 

unique éclairs combining cherry blossoms 
and Uji Matcha tea powder...our pastry chef Yoshihide Hamamoto 

attentively creates a spring-like palette of desserts to delight your senses. 

�ursday March 1 - Sunday April 15
Sakura & matcha éclair  JPY 1,400 (take-away JPY 800)

Sakura rolled cake  JPY 1,400 (take-away JPY 800)
10:00AM - 6:00PM (eat-in or take-away)



初夏のフレンチを愉しむ

風薫る季節ならではのフレンチを、2つの地方の味わいでお届けします。
前半は、ロワール地方のホワイトアスパラガスを使用した料理を。

後半は、シェフ自慢のブイヤベースなど、魚介や初夏の野菜をふんだんに使った

南フランスの料理を。どちらも期間限定のアラカルト料理でご用意します。

ソムリエ 田中智浩おすすめのワインとともに、
初夏を感じるブラッスリーならではの味覚をご堪能ください。

ロワールの恵み　2018年4月16日（月）- 5月6日（日）
 南仏の香り　2018年5月7日（月）- 31日（木）

前菜 2,000円～、メイン 3,600円～

Celebrate An Early Summer the French Way
Let us tempt you with an á la carte selection 
of early summer French regional favourites.

�e �rst phase of our special promotion features white asparagus and 
other bounty of the season from the Loire region; the second focuses 

on our chef’s own bouillabaisse and other seafood specialties from southern France. 
Wines selected by our sommelier Tomohiro Tanaka enhance 

the early summer atmosphere of the Brasserie.

Bounty of the Loire: Monday April 16 - Sunday May 6
Aromas of Southern France: Monday May 7 - �ursday May 31

Starters from JPY 2,000  Mains from JPY 3,600



旨味を引き出す江戸前の真骨頂

東京の名店「鮨 ます田」の伝統を受け継ぎ、
『ミシュランガイド京都・大阪2018』で一つ星を獲得した、鮨 和魂。

毎日空輸される最高級の食材は、料理長 山口将司率いる一流の握り手たちによって
ここでしか味わえない一品に生まれ変わります。

美しい檜のカウンターを前に、江戸前の珠玉をご賞味ください。

ランチ

握りコース 18,000円
おまかせコース 23,000円、30,000円

ディナー

おまかせコース 23,000円、30,000円

Dinner
Omakase Course: JPY 23,000 / JPY 30,000

Lunch
Sushi Course: JPY 18,000

Omakase Course: JPY 23,000 / JPY 30,000

Edo-mae Traditions Exempli�ed
Inheriting the traditions of Sushi Masuda, its celebrated Tokyo a�liate, 

Sushi Wakon is recognized with a star in the Michelin Guide Kyoto Osaka 2018.
Working with the �nest ingredients �own in daily, 

Chef Masashi Yamaguchi oversees a team of masterful sushi chefs, 
creating exquisite morsels of �avour that can only be experienced here.



春のフェイシャルプロモーション

セレブリティが厚い信頼を寄せる

フランスのスキンケアブランド「ビオロジックルシェルシュ」。

コラーゲンの生成の促進や、肌の再生を早めるなど、

アンチエイジングに特化した、画期的なトリートメントが登場しました。

季節限定でお得に試せるこの機会に、ご自身の肌でご体感ください。

2018年3月1日（木）- 5月31日（木）

フェイスメーキング by ビオロジックルシェルシュ
60分 18,000円（通常価格 20,000円）

セコンドスキン by ビオロジックルシェルシュ
60分 31,905円（通常価格 35,450円）

Facial Transformation by Biologique Recherché
60 minutes  JPY 18,000 (regular price JPY 20,000)

Second Skin Facial by Biologique Recherché
60 minutes  JPY 31,905 (regular price JPY 35,450)

Special O�er: Spring Facial Treatments
French skin care products from Biologique Recherché, the trusted choice 

of celebrities and celebrated beauties, are featured in innovative facial treatments 
tailored for anti-aging care. Take advantage of our special seasonal o�er 

to experience a rejuvenating treatment at a special price. 

�ursday March 1 - �ursday May 31



ブライダルフェア　

3月と5月に、それぞれ趣向の異なるブライダルフェアを開催します。
3月はコース料理をご試食いただける体験イベントを実施。
5月はホテル館内の装飾を手掛けるフラワーアーティスト、

ニコライ バーグマン氏が華麗なデモンストレーションを披露するだけでなく
ご成約の方にはサイン入りフラワーボックスを進呈します。

3月 コースご試食付き体験イベント
3月24日（土）、3月25日（日） 要予約

5月 ニコライ バーグマン氏来場フェア 
5月26日（土） 要予約

March: Bridal Experience
with a sampling of wedding menus

Saturday March 24 & Sunday March 25
(reservations required)

May: Bridal Fair with Nicolai Bergmann
Saturday May 26

(reservations required)

Spring Bridal Events
In March, our Bridal Experience includes a sampling of menus 

available for your wedding feast. 
In May, �ower artist Nicolai Bergmann presents

a demonstration of gorgeous bridal �owers. 
Brides who choose Four Seasons Hotel Kyoto for their wedding during 

the May Bridal Fair will receive an original �ower box signed by Nicolai Bergmann.



当ホテルの正面玄関へは、

東山七条交差点より、

豊国廟参道（女坂 ）を東へ
50メートルほどお進みください。

To access to our hotel main 
entrance, please walk up 
the Onna-zaka hill 
at Higashiyama Shichijo crossing 
on Higashioji street.

〒605-0932 京都市東山区妙法院前側町445-3

445-3, Myohoin Maekawa-cho, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0932
Telephone ：075-541-8288   Web ： fourseasons.com/jp/kyoto/

フォーシーズンズホテル京都

FOUR SEASONS HOTEL KYOTO

ウェディング

WEDDING
Telephone ： 075 541 8288

09:00 - 18:00

ザ・スパ

T H E SPA
Telephone ： 075 541 8474

10:00 - 22:00

鮨　和魂

SUSHI WAKON

 LUNCH  11:30 - 13:30 
DINNER  17:30 - 20:15
                   20:30 - 22:30
ディナーは2部制となっております
 Two dinner seatings each evening

茶室 積翠亭

SHAKUSUI-TEI
Tea House

17:00 - 21:00 
日本酒・シャンパンバーとして営業しております

Serving Japanese sake and champagne

ダイニング

D I N I N G
Telephone ： 075 541 8288

ザ・ラウンジ & バー

THE LOUNGE & BAR

10:00 - 24:00

ブラッスリー

BRASSERIE

表示料金にサービス料*（テイクアウト商品を除く）、消費税8％を別途申し受けます。
*2018年3月31日までは13％、2018年4月1日以降は15％に変更になります。

All prices are subject to service charge and 8% consumption tax. 
*Service charge is 13% until 31 March 2018 and 15% from 1 April 2018, and does not apply to take-out items. 

BREAKFAST   07:00 - 10:30 
     LUNCH  11:30 - 14:30

AFTERNOON TEA 15:00 - 17:00
    DINNER  17:30 - 22:00


