2018 年 11 月 28 日
株式会社ホテル京阪

報道関係各位

ビジネスや観光で宿泊需要が拡大中の京都に、宿泊特化型ホテルが誕生！

2018 年 12 月 1 日（土）
「ホテル京阪 京都八条口」が OPEN！
おいしい朝食とゆっくり疲れを癒せる大浴場で快適なホテルステイを！
株式会社ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：工藤 俊也）では、宿泊特化型のホテル「ホテル京阪
京都八条口」（所在地：京都府京都市）を、２０１8 年 12 月 1 日（土）に開業いたします。
当ホテルは、新幹線、JR、近鉄電車、京都市営地下鉄「京都」駅より徒歩約 8 分、京阪電車、京都市営
地下鉄「九条」駅より徒歩 3 分と主要拠点へのアクセスも良く、京都の観光・ビジネスの拠点としてご利用いた
だけます。客室は 234 室、1F には服部の湯豆腐や錦市場の打田漬物など、京都を代表する食材を朝食ブ
ッフェでお楽しみいただけるレストランを設けました。観光を目的としたファミリーやおひとり様でのビジネス利用
など、幅広い用途で快適にご利用いただける、「丁度いいホテル」をコンセプトにしたホテルです。

特長
１． 豊かさを感じる色使いの内装でくつろぎのひとときを
２． 和モダンとノスタルジーをイメージした館内
３． 「朝から元気に美しく」をテーマに、満足度の高い朝食を提供
４． 手足を伸ばして疲れを癒せる大浴場

客室
江戸時代の武士や町人が住む京町家のイメージをモダンにアレンジ。二重格子の障子、ベンチや椅子の張
地、壁面照明に上方の粋を表現しています。ベッドマットレスはシモンズ社製、寝具はデュベスタイルを使用し、
質の高い眠りを提供します。また、各客室内に洗練されたモダンなデザインの茶器をご用意しており、日常から離
れてお茶を飲みながら楽しんで頂ける空間にしました。また、室内モニターではレストランや大浴場、ランドリーの
混雑状況が確認できます。
Wi-Fi 完備のホテル内では、ビジネス利用の方が安心して仕事ができる環境をご提供しながら、レジャー利用
の方には居心地の良いおもてなしと、明るく快適な空間で最適なホテルライフをお届けいたします。

ツインルーム

タイプ
客室数
シングルルーム
15 室
ダブルルーム
9室
ツインルーム
87 室
モデレートツイン
18 室
トリプルルーム
19 室
モデレートトリプル
86 室
※全室に、無料 Wi-Fi 、加湿機能付空気清浄機を完備しています。

モデレートトリプルルーム

面積
14～17 ㎡
17 ㎡
17～18 ㎡
22～24 ㎡
21～22 ㎡
22～27 ㎡

宿泊人数
1名
～2 名
～2 名
～2 名
～3 名
～3 名

ロビー・ギャザリングラウンジ
正面玄関を入ると長いスロープがあり、L 字の木格子と照明が神社の複数の鳥居をくぐるようなイメージのロビ
ーです。フロントカウンターそばには快適にお過ごしいただくためのグッズを揃えた「アメニティバー」を設けておりま
す。また、ロビーを抜けた先には、宿泊者専用のギャザリングラウンジを設けております。宿泊中のお寛ぎや大浴
場の待合スペースとしてもご活用いただけます。自由に使えるタブレットもご用意しております。

ギャザリングラウンジ
ロビー

ギャザリングラウンジ

大浴場
大浴場にて手足を思いっきり伸ばして、お寛ぎいただけます。
浴場にはカードキーによる電子錠を設置。パウダースペース
には軽量で風量の多いダイソンヘアドライヤーをご用意しております。
設備内容：脱衣室内 ロッカー/洗面台/化粧台（女湯のみ）
大浴場内 洗い場/大浴場１、外湯１
レインシャワー付きスタンディングシャワースペース
男湯

レストラン
「朝から元気に美しく」をテーマに、さわやかな外の光を取り込む明るく開放的な店内で、満足度の高い朝食を
提供。京都ならではの、京都府産のほうじ茶粥や服部の湯豆腐、錦市場の打田漬物など約 86 種類の料理をバ
イキング形式でお楽しみいただけます。朝食は、宿泊者以外の方にもご利用いただけ、通勤途中の朝食やブラン
チなど、近隣のビジネスマンの皆様の“朝から元気！”をサポートしてまいります。

レストラン店内

朝食例

【レストラン概要】
■営業時間： 朝食営業／AM7：00～AM10：00
■席数： 97 席
■朝食メニュー： （料金：1,620 円、税込み）
京都府産のほうじ茶の茶粥、服部の湯豆腐、錦市場の打田漬物、イングリッシュマフィンなど和・洋約 86 種類
のメニューをご用意いたします。
【ホテル京阪 京都八条口 概要】
■名 称 ：
ホテル京阪 京都八条口
■開業日：
2018 年 12 月 1 日（土）
■所在地：
京都市南区東九条南山王町 5-1
■電話番号：
075-662-0321
■URL：
https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/
■階数：
地上 5 階建て（エントランス・
ロビー・レストラン/1 階、 客室/2 階～5 階）
■延床面積：
約 8,360 ㎡（約 2，530 坪）
■客室数：
234 室（シングル 15 室、ダブル 9 室、
ツイン 87 室、モデレートツイン 18 室
トリプル 19 室、モデレートトリプル 86 室）
■施設：
レストラン（合計 97 席）、大浴場（男女）
ギャザリングラウンジ、ランドリーコーナー他
■アクセス：
新幹線、JR、近鉄電車、京都市営地下鉄「京都」駅より徒歩約 8 分
京都市営地下鉄「九条」駅より徒歩 3 分

【オープニングイメージキャラクター「サラリーマン金太郎」 のご紹介】
ホテル京阪では、2017 年からイメージキャラクターとして「サラリーマン金
太郎」（原作：本宮ひろ志）を起用し、様々なプロモーションを展開してい
ます。2018 年には、矢島金太郎がサラリーマンからホテル京阪の GM に
就任し、新しいホテルで活躍中です。
「サラリーマン金太郎」は、主人公、矢島金太郎のサラリーマンとしての活
躍と成長を描いた、大人気漫画。全国のサラリーマンに絶大な支持をう
け、コミック累計発行部数 3,000 万部を誇り、ドラマ、アニメ、映画化もさ
れた、漫画家、本宮ひろ志氏の代表作の一つです。

【ホテル京阪 会社概要】
■社名：
株式会社ホテル京阪
■本社所在地： 大阪市中央区大手前 1 丁目 7-24 京阪天満橋ビル 3 階
■連絡先：
TEL 06-6585-0215（代表） FAX 06-6585-0289
■設立：
昭和 52 年（1977 年）9 月 1 日
■代表：
代表取締役社長 工藤 俊也
■株主構成：
京阪ホールディングス株式会社／京阪バス株式会社
＜今後の開業予定＞
●2018 年 12 月 14 日（金） オープン
「ホテル京阪 築地銀座 グランデ」
・所在地：
東京都中央区築地 3 丁目 507 番 1 号地
・客室数：
297 室
・特徴 ：
京阪グループワンランク上のホテルステイを提供する「ホテル京阪 グランデ」ブランドが
東京に初進出。より安全・快適に、お過ごしいただけるスーペリアフロアでは、Panasonic の
ナノケアドライヤーや米国調剤薬局ブランドのコスメセットなどの女性にうれしいアメニティ
ーもご用意。日常使いにも利用できる和（京都・築地）×地中海料理のレストランに注目。
●2018 年 12 月 21 日（金） リブランドオープン
「ホテル京阪 東京四谷」
・所在地：
東京都新宿区四谷１丁目２４
・客室数：
121 室
●2020 年春開業予定
「（仮称）ホテル京阪 名古屋栄」
「（仮称）ホテル京阪 京都駅南」
●2020 年夏開業予定
「（仮称）ホテル京阪 仙台」
＜ご予約・お問い合わせ先＞
ホテル京阪 京都八条口

075-662-0321

