
Winter 2019



ブラッスリー

BRASSERIE

2019年1月4日（金）- 3月15日（金）
ランチ  11:30 - 14:30  6,500円
ディナー  17:30 - 22:00  12,000円

Friday 4, January - 
Friday 15, March

Lunch 11:30AM - 2:30PM 
JPY 6,500

Dinner 5:30PM - 10:00PM 
JPY 12,000

「ブラッスリー」を代表する料理が並ぶ
限定コース“シグネチャー”

開業以来、「ブラッスリー」のシグネチャーディッシュとして

ご好評いただいてきた料理だけを組み合わせた、スペ

シャルコースが登場しました。人気のクリスピー甘鯛や 、   
トリュフが香る京都産玄米の燻製リゾットなどをお楽しみ

いただけるほか、ディナーでは国産牛のテンダーロインも

並びます。“ブラッスリーの味”を存分にご体感いただける、

この冬だけの限定コースです。

�e Brasserie “Signature” Course 
A full-course meal focuses on the signature dishes
that have shaped the reputation of the Brasserie.
Among the featured specialties are our popular 
crispy amadai, Kyoto brown rice risotto redolent of 
tru�es and, at dinnertime, tenderloin of Japanese beef. 
Savour the best of the Brasserie with this limited 
winter menu.

フォーシーズンズホテル京都へようこそ。

寺社を彩る椿が薄っすらと雪化粧をまとい、

名庭「積翠園」では梅がほころび始める季節。

厳しい寒さの中でこそ旨味を蓄える旬の素材が揃いました。

お陰様で「ミシュランガイド京都・大阪＋鳥取」で

2年連続一つ星の評価をいただいた「鮨 和魂」をはじめ

すべてのダイニングで、美食の喜びをお届けいたします。

冬の一日をどうぞ当ホテルでゆったりとお寛ぎください。

Welcome to Four Seasons Hotel Kyoto.
A light dusting of snow o�sets the camellia blossoms 
in Kyoto temple precincts as buds begin to swell 
on the plum trees in our historic Shakusui-en pond garden. 

As if to defy the winter cold, seasonal ingredients are alive with flavour. 
We warmly welcome you and o�er you the pleasures of the table at all 
the dining venues in our hotel, including Sushi Wakon,
recipient of a Michelin star for the second year in a row.



ザ・ラウンジ & バー

THE LOUNGE & BAR

チョコレート＆ストロベリー 
アフタヌーンティー

初春の「ザ・ラウンジ＆バー」は、チョコレート＆ストロ

ベリーがテーマ。アフタヌーンティーは、そのクオリティ

から世界のトップパティシエたちに愛されるフランス

のヴァローナ社のチョコレートと、厳選した国産イチゴ

をふんだんに使った独創性溢れるメニューが登場

します。また紅茶の名門ロンネフェルト社が認定する

ティーマスターだけが取り扱いのできる最高品質の

紅茶「ティースターコレクション」 4種が加わり、一層

豊かな味をお楽しみいただけるようになりました。

Chocolate & Strawberries for 
Afternoon Tea 
Valrhona chocolate from France – favoured by 
discerning pastry chefs – and rigorously selected 
Japanese strawberries are featured in a creative array 
of delicacies for afternoon tea. Our selection of quality 
Ronnefeldt teas has been expanded with the addition 
of the Teastar Collection, four special varieties that 
can only be prepared by an accredited TeaMaster®.

2019年1月7日（月）- 3月15日（金）
12:00 - 14:30
15:00 - 17:30

*上記時間帯での2部制です。
5,300円

Monday 7, January - 
Friday 15, March

12:00PM - 2:30PM
3:00PM - 5:30PM

* Two seatings each afternoon
JPY 5,300

バレンタイン 
「ルビーチョコレート」 スイーツ

スイスのチョコレートメーカー、バリー・カレボー社の世紀の

発明ともいえるルビーチョコレート。ルビーカカオ由来の天

然の鮮やかなピンク色とベリーのような風味が特徴です。

そのルビーチョコレートが、ペストリーシェフ 濵本佳秀の
手によって愛らしいチョコレートやケーキに大変身。きっと

笑顔になる、とっておきのスイーツの誕生です。

Ruby Chocolate Valentine’s Sweets  
Characterized by a vivid natural pink colour and 
intense fruity �avour, ruby chocolate, produced from 
ruby cocoa beans, was developed by the chocolate 
experts at Swiss firm Barry Callebaut. Executive 
Pastry Chef Yoshihide Hamamoto transforms fine 
ruby chocolate into adorable confections and cakes. 
Our eye-catching selection of delectable Valentine’s 
sweets is sure to generate smiles of delight.

春を呼ぶチョコレートと
いちごのカクテル

ヘッドバーテンダー ラウル・ナバロが新たに創作したのは、
コク深いチョコレートと新鮮ないちごが相性抜群のカク

テル3種です。エレガントなソファ席で「積翠園」を眺めな
がらロマンティックに過ごしたり、5席限定のカウンターで
ラウルとの会話を楽しんだり。甘味と酸味が絶妙なハー

モニーを奏でる一杯で、一足早い春を感じてみませんか。

Anticipating Spring with Chocolate 
& Strawberry Cocktails  
Head Bartender Raul Navarro has crafted three new 
cocktails that highlight the exceptional compatibility 
of rich chocolate and fresh strawberries. Enjoy a taste 
of spring-to-come in a romantic sofa overlooking our 
Shakusui-en pond garden or at one of the �ve seats 
at the bar where Raul presides.

2019年1月7日（月）- 3月15日（金）
2,900円

Monday 7, January - 
Friday 15, March

JPY 2,900

2019年2月1日（金）- 2月14日（木）
1,500円～

Friday 1 - �ursday 14, February
From JPY 1,500



2019年2月28日（木） まで
*スパギフトカードはご購入日より1年間有効

Until �ursday 28, February
*Spa Gift Cards are valid for one year

from the day of purchase

冬のギフト付パーティープラン

新年会からビジネスセミナーまで、大切なお集りには、

ぜひホテルオリジナルの限定グッズが付いた期間限

定の「ギフト付パーティープラン」を。さらに30名様以上
のパーティーをお申し込みの方には、「ブラッスリー」

でのペアお食事券をプレゼントいたします。格調高い

空間と上質な料理、心づくしのおもてなしで、華やかな

宴席を創り上げます。

Winter Party & Gift Plans
For a limited time only, our Party & Gift plan includes 
an original limited-edition hotel gift for each guest at 
your important gathering. �ose reserving an event for 
30 guests or more will receive a pair of  meal tickets for 
use at the ‘Brasserie’. Our incomparable combination of
distinctive venues, exceptional cuisine, and impeccable 
hospitality ensure a memorable event.

2019年1月31日（木）まで
立食・着席ビュッフェ形式 30 名様～

正餐形式 20 名様～
ランチ 13,000円 / ギフト付15,000円
ディナー 16,000円 / ギフト付18,000円

*土日祝は料金変動あり

�rough �ursday 31, January
Standing or seated bu�et service for 
30 guests or more / seated service for 

20 guests or more
Lunch JPY 13,000/ person  

With gift JPY 15,000/ person
Dinner JPY 16,000/ person  

With gift JPY 18,000/ person
*Please inquire for weekend 

and holiday pricing

スパギフトカードを
桐箱に入れて大切な方へ

60分以上のトリートメントのスパギフトカードを購入さ
れた方に、期間限定で桐箱オプションをプレゼントいた

します（通常価格 1500円）。「ザ・スパ」は、サウナや
リラクゼーションラウンジも揃った充実の設備で、ホテル

スパならではの非日常の時間をご体験いただけます。

『KUSU HANDMADE』製の美しい桐箱に想いを

込めて、大切な方へ極上の癒しを贈りませんか。

Spa Gift Cards 
in a Handmade Gift Box
Spa Gift Cards for treatments lasting 60 minutes or 
more come with a special gift box made of  paulownia 
wood (retail value JPY 1,500). Featuring extensive 
f acilities including steam room, sauna and relaxation 
lounge, �e Spa o�ers the out-of-the-ordinary luxury 
of  a hotel wellness experience. A Spa Gift Card in a 
KUSU HANDMADE paulownia box is the ultimate 
invitation to indulgent relaxation.

ザ・スパ  /  ご宴会・ミーティング

THE SPA, EVENTS & MEETINGS

2019年1月13日（日）・14日（月・祝）
10:30- / 15:00-  要予約

Sunday 13 & Monday 14, January
From 10:30AM & 3:00PM 

(reservations required)

新春のブライダルフェア

シェフの特製料理をご試食いただけるブライダルフェア

を開催いたします。バージンロードの先に緑が広がり、

自然光と木のぬくもりに包まれるチャペルや、京都が

誇る伝統工芸に彩られたボールルームなど、館内

もご案内いたします。おふたりが理想とする一日を

思い描きながら、ゆっくりご見学ください。

Spring Bridal Fair
Participants in our Bridal Fair will have an opportunity 
to sample special wedding cuisine created by our chefs. 
A guided tour of the hotel introduces the beautiful Chapel, 
overlooking lush greenery and �ooded with natural light,
the spacious Ballroom ornamented with traditional 
Kyoto craftsmanship, and other facilities to make yours 
a very special wedding.

ウェディング

WEDDINGS



イベント

WINTER EVENTS

「積翠亭」 日本酒イベント
「蔵元が語る京都の銘酒」

京都の老舗 佐々木酒造と、若き杜氏が率いる竹野酒造の蔵
人が、直接おもてなしする月替わりの特別企画。「積翠亭」

で銘酒の利き酒に挑戦しながら、ぜひ酒造りにまつわる

職人とのおしゃべりもお楽しみください。

Japanese Sake Event at Shakusui-tei
‘Brewers Share Stories of Choice Kyoto Sake’

Representatives of legendary Sasaki Shuzo and Takeno 
Shuzo host special monthly sake tasting sessions 
at our traditional Shakusui-tei tea house. Test your 
palate and enjoy the tales of experienced sake brewers.

2019年1月9日（水）、18日（金）、  23日（水）  
佐々木酒造

2月8日（金）、15日（金）、22日（金） 
竹野酒造

17:00 - 21:00

Sasaki Shuzo
Wednesday 9, Friday 18 & 
Wednesday 23, January

Takeno Shuzo
Friday 8, 15 & 22, February

5:00PM - 9:00PM

クッキングセミナー＆ランチ
「バレンタイン スイーツ コレクション」

毎回ご好評をいただいている人気のクッキングセミナー。

次回はバレンタインをテーマに、ワンランク上のスイーツ

レシピをエグゼクティブ ペストリーシェフ 濵本佳秀
ならではのアレンジでご紹介いたします。

Cooking Seminar & Luncheon
‘Valentine’s Sweets Collection’

Our cooking seminars continue to earn a popular 
following. Valentine’s Day is the theme of the next 
seminar, with Executive Pastry Chef Yoshihide 
Hamamoto demonstrating an array of recipes to 
create superior sweets in his distinctive style.

2019年2月7日（木） 
受付開始 10:00
10:30 - 14:00　

12,000円

�ursday 7, February
Reception: 10:00AM

Seminar & Lunch 
10:30AM - 2:00PM

JPY 12,000

「積翠亭」 新春茶会

800年の歴史を紡いできた「積翠園」のほとりに佇む
「積翠亭」で、新たな年の始まりを祝う一服を。「ブラッス

リー」でのお食事とともに、初春ならではの雅な体験を

お届けいたします。

New Year’s Tea Ceremony at Shakusui-tei
Nestled in the midst of our historic Shakusui-en pond 
garden, the Shakusui-tei tea house is the venue for a 
special tea ceremony to welcome the New Year. A meal 
at the Brasserie makes a �tting conclusion for a very 
elegant Kyoto interlude.

2019年1月24日（木）
 受付開始 11:30 - / 13:00 - 

10,000円

�ursday 24, January
Reception: 

11:30AM and 1:00PM
JPY 10,000

 ご予約、詳細はホテル代表 (075-541-8288)までお問合せください。
For reservations and enquiries, please contact us at (075) 541-8288. 

バレンタイン ジャズ ディナー

ウェルカムドリンクから始まる、チャペルでの迫力の

演奏と甘い歌声を。ライブ後は「ブラッスリー」にて、

バレンタインの特別コースをソムリエ セレクトのワイン
とともに。愛に満ちたひとときを演出します。

Valentine’s Jazz Dinner
We’ve orchestrated a celebration of love: our Chapel is 
the venue for an impressive live performance that
begins with a welcome drink, followed by a special
Valentine’s dinner course at the ‘Brasserie’, paired with 
wines selected by our Sommelier.

2019年2月14日（木）
受付開始 18:30 

20,000円

�ursday 14, February
Reception: 6:30PM

JPY 20,000

ティーセミナー 
 「紅茶とチョコレートの“おいしい関係”」

ドイツの老舗高級紅茶メーカー ロンネフェルト社のティー
マスター・ゴールド、森直樹氏を講師に招くティーセミナー。

バレンタインにちなんだ紅茶とチョコレートの“マリアージュ”

を、人気のアフタヌーンティーとともにご満喫いただきます。

Tea Seminar:
Delicious Pairings of Tea & Chocolate

Mr. Naoki Mori, a TeaMaster® Gold accredited by 
the German tea specialists at J.T. Ronnefeldt KG, will 
introduce enticing pairings of tea and chocolate with 
a Valentine’s Day theme, accompanied by a leisurely 
service of afternoon tea.

2019年2月13日（水） 
12:00 - 14:30　

8,000円

Wednesday 13, February
Noon - 2:30PM

JPY 8,000

2019年2月9日（土）
 受付開始 18:30
ディナー 19:00 -

18,000円

Saturday 9, February
Reception: 6:30PM

Dinner: 7:00PM
JPY 18,000

カレラ ワインディナー

“カリフォルニアのロマネ・コンティ”とも称されたカレラ

のオーナーで、カリフォルニアピノノワールのパイオニア、

ジョシュ・ジェンセン氏を招いてのプレミアムディナーが

実現しました。ジェンセン氏のトークとともに5種の厳選
されたワインをご堪能いただける、またとない機会です。

Calera Wine Dinner
Josh Jensen, famed pioneer of Pinot Noir in California 
and owner of Calera Wine Company, will join us for 
a premium dining event. Take advantage of this very 
special opportunity to taste five carefully selected 
wines with commentary by Mr. Jensen.



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.

※特に記載がない場合、表示料金にサービス料15％（テイクアウト商品を除く）、消費税８％を別途申し受けます。
＊All prices are subject to 15% service charge and 8% consumption tax unless mentioned.

(Service charge does not apply to take-out items.)

〒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

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
BREAKFAST   07:00 - 10:30 

     LUNCH  11:30 - 14:30
    DINNER  17:30 - 22:00

11:30 - 13:30 
17:30 - 20:15
20:30 - 22:30

 LUNCH
DINNER

鮨　和魂

SUSHI WAKON

ディナーは2部制となっております
 Two dinner seatings each evening

積翠亭

SHAKUSUI-TEI

 TEA  14:00 - 17:00 
SAKE& CHAMPAGNE  17:00 - 21:00


