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＜ザ・サウザンド キョウト＞  

 

 

2022年 2月 1日 

 

“セン”でつながる、睡眠特化型コラボ宿泊 

『京都で GOOD SLEEP（ぐっすり）プラン』 販売開始 

「Yakult（ヤクルト）1000」４週間トライアル付き ホテル特注モデル”マットレス”の限定割引も 

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド キョウト)」(京都市下京区・総支配人:

井上貴史)は、『千(セン)年の都、京都』に由来するホテル名にちなみ、「Yakult(ヤクルト) 1000(セン)」とコラボした 

 “睡眠”特化型宿泊『京都で GOOD SLEEP(ぐっすり)プラン』を 2022 年 4 月 30 日(土)まで販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プランでは、「睡眠の質向上」を促す機能性表示食品「Yakult(ヤクルト) 1000」を、お一人様 2 本(1 泊につき)  

ご提供いたします。ご滞在中は、客室の Serta(サータ)製・ホテル特注マットレスのベッドで快適な眠りを体感いただける 

ほか、自然にインスパイアされたオリジナルアロマオイル”SEN”、館内温浴施設(女性：岩盤浴、男性：岩盤浴・サウナあり)

をご利用いただけます。「Yakult(ヤクルト) 1000」で体の内側に、ホテルご滞在で心と身体にアプローチし、お客様の心地 

よい眠りをサポートいたします。さらに、継続的に睡眠の質向上をサポートできればという思いから、チェックアウト後の 

「Yakult(ヤクルト) 1000」４週間トライアルがプラン料金に含まれております。トライアル期間中は、毎週 1 パック(7 本入り) 

の「Yakult(ヤクルト) 1000」をお客様のご自宅に配送いたします。 

ぐっすり眠り、心身ともにリラックスして迎えた GOOD な朝には、ホテル自慢の朝食をお楽しみください。 

  

【販売期間】2022 年 2 月 4 日(金)～4 月 30 日(土) ※チェックイン３日前までの要予約 

【料 金】￥40,000～ ※1 泊 1 室 2 名様ご利用時／スーペリアツイン または ダブル／朝食付き 

【内 容】・機能性表示食品「Yakult(ヤクルト) 1000」お一人様 2 本（１泊毎） 

・館内温浴施設「THE THOUSAND SPA」ご利用券 

・ホテルオリジナルアロマオイル”SEN”(5ml)＆オイルストーンセット（お一人様 1 セット） 

・Serta 製・ホテル特注モデルマットレスを本プラン宿泊者限定でマットレスご購入の際、4 万円相当値引き 

・チェックアウト後の「Yakult(ヤクルト) 1000」4 週間トライアル 

プラン概要 



「Yakult(ヤクルト) 1000」４週間トライアルについて 

チェックイン時に専用の用紙にご記入いただいたご住所に、お一人様１パック(7 本入り)×４週間「Yakult(ヤクルト) 

1000」をお届けいたします。お一人様ずつ配送先を分けることも可能です。最短でチェックアウトから 7 日後より、ご希望の 

曜日にクール便で配送いたします。（北海道・沖縄を含む離島は配送エリアの対象外となります） 

※４週間トライアルをご希望されない場合にも差額返金はできません。 

 

生きて腸内まで到達する「乳酸菌 シロタ株」がヤクルト史上最高密度※の 

1 本(100ml)に 1,000 億個入った、乳製品乳酸菌飲料です。 

機能性表示食品で、継続飲用により、一時的な精神的ストレスがかかる 

状況での「ストレス緩和」「睡眠の質向上」の機能があります。 

※1ml 当たり 10 億個の「乳酸菌 シロタ株」が含まれており、これは株式会社ヤクルト本社史上最高密度の乳製品乳酸菌飲料です。 
<届出表示> 

本品には乳酸菌 シロタ株(L．カゼイ YIT 9029)が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスをやわらげ、 

また、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能があります。さらに、乳酸菌 シロタ株(L．カゼイ YIT 9029)には、 

腸内環境を改善する機能があることが報告されています。 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 

・本品は、機能性表示食品です。特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 

・本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 

 

瞑想をテーマにした、五感に心地良いスパでは、シンプルな空間に灯された光が

心と体をときほぐし、癒しのひとときを演出します。日常を忘れ、静かに流れる 

音楽と共に豊かな時間をお楽しみください。 

【ご利用時間】15：00～22：00（最終受付 21：00） 

※通常大人１名￥3,729 を、本プランでは無料でご利用いただけます。 

※女性温浴：岩盤浴、男性温浴：サウナ あり 

※ご利用時間は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

ご宿泊のお客様からご好評いただいているベッドマットレスです。 

本プランご利用のお客様限定で、マットレスご購入の際、4 万円相当をお値引きさせていただきます。 

サイズは、パーソナルシングル / セミダブル / ダブルの３サイズからお選びいただけます。 

【THE THOUSAND KYOTO 特注モデルの特長】 

数ある素材の組み合わせの中から、片面 13 層の多重構造と、業界 

最長の 9 インチポケットコイルを採用しました。巻き数を増やしてインチアップし、 

コイル単体のクッション性を増やした線径 1.9mm のポケットコイルを並行に 

配列することで、身体の動きにしっかり追従。安定したフィット感と、ソフトな 

寝心地を実現しています。  

ホテル公式オンラインショップでご購入可能で、マットレスにオリジナルロゴ 

ラベルをあしらったデザインをご用意しております。 

■Serta ベッドマットレスについて 

 当ホテルでは、全米でも高いシェア実績を誇る「Serta(サータ)」のベッド 

マットレスを採用しております。安定したフィット感とソフトな寝心地を実現 

したサータのオリジナルマットレスは一人ひとりに合う快適な睡眠を提供する 

ためなら、一切の妥協を許しません。本物の眠りで、最上の心地よい眠りを 

お届けします。 

Yakult(ヤクルト) 1000 について 

Serta ベッドマットレス ザ・サウザンド キョウト特注モデル 

館内温浴施設「THE THOUSAND SPA」について 



 

【 Serta ベッドマットレス 】 

パーソナルシングル ¥204,000(税込) → \164,000(税込) 

セミダブル ¥219,000(税込)  → \179,000(税込) 

ダブル ¥252,000(税込)  → \212,000(税込) 

https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta.html 

 

【 Serta ベッドマットレス(抗ウイルス加工有り) 】 

パーソナルシングル ¥261,000(税込)  → \221,000(税込) 

セミダブル ¥281,000(税込)  → \241,000(税込) 

ダブル ¥319,000(税込)  → \279,000(税込)  

https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta-k.html 

 

【 Serta ベッドマットレス + ボトム 】 

パーソナルシングル ¥311,000(税込)  → \271,000(税込) 

セミダブル ¥334,000(税込)  → \294,000(税込) 

ダブル ¥378,000(税込)  → \338,000(税込) 

https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta_b.html 

 

【 Serta ベッドマットレス(抗ウイルス加工有り) + ボトム 】 

パーソナルシングル ¥368,000(税込)  → \328,000(税込) 

セミダブル ¥396,000(税込)  → \356,000(税込) 

ダブル ¥445,000(税込)  → \405,000(税込) 

https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta-kb.html 

 

※写真はすべてイメージです。 ※表示価格は消費税、サービス料 13％を含んでおります。 

 
THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド キョウト) 

 

所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 570 番 

アクセス：ＪＲ京都駅より東へ徒歩約 2 分  

開業日：2019(平成 31)年 1 月 29 日(火) 

階数：地下 1F～地上 9F (客室：3F～9F/ 222 室) 

H P：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/ 

 

当ホテルの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインについてはこちらをご覧ください。 

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/anti-covid.html 

 

＜このリリースに関するお問い合わせ・ご取材のお問い合わせ＞ 

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社 

ザ・サウザンド キョウト 広報担当／ブランド企画室 

TEL：075-351-0337 FAX：075-361-2910  Email：press@keihanhotels-resorts.co.jp 

参考：THE THOUSAND KYOTO 公式オンラインショップ取り扱い マットレス一覧 

https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta.html
https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta-k.html
https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta_b.html
https://www.the-thousand-kyoto-shop.jp/SHOP/serta-kb.html
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/anti-covid.html
mailto:press@keihanhotels-resorts.co.jp

