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京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
京都センチュリーホテル
THE THOUSAND KYOTO＜ザ・サウザンド キョウト＞

京都駅から徒歩 2 分

【京都センチュリーホテル・THE THOUSAND KYOTO】

フォト＆レストラン ウエディングスタート

シンボリックなホテルや京都の名所を舞台にした記念撮影や、
フランス料理・イタリア料理・日本料理が選べる
レストランウエディング
京都センチュリーホテル・THE THOUSAND KYOTO（京都市下京区、総支配人：大塚 滋）は、2020 年 2
月 3 日(月)よりフォトウエディング、レストランウエディングをスタートいたします。

結婚式を挙げなくても、憧れのウエディングドレスや、和装姿で心と記憶に残るひとときを過ごしていただき
たい、大切な方々と自然体でいられるウエディングを、との思いを込めて、フォトウエディング、レストランウエデ
ィングプランの販売を開始いたします。
THE THOUSAND KYOTO の木漏れ日あふれるチャペル、緑豊かなガーデンや印象的な大階段を有する
ロビー、美しい四季を感じる京都の名所を舞台に記念写真を撮影していただけます。
また、レストランウエディングでは、THE THOUSAND KYOTO の日本料理「KIZAHASHI」、イタリア料理
「SCALAE」、京都センチュリーホテルの「オールデイダイニング ラジョウ」と 3 つのレストランからお 2 人のご希
望に沿ったウエディングをご提供いたします。
創業 92 年を迎える歴史ある京都センチュリーホテル、2019 年に開業した京阪グループのフラッグシップ
ホテルである THE THOUSAND KYOTO だからこそご提供できる、オリジナルウエディングプランです。

■フォトウエディング

＜フォトウエディングの魅力 01＞シンボリックなデザイン空間・京都各地の名所を舞台に
THE THOUSAND KYOTO は日本の伝統・禅に通ずる引き算の思想をベースにしたシンプルな空間に、光・
緑・アートで艶を添えるというデザイン発想、京都の知恵と日本の美学を繊細に取り入れながらも、非日常性
を感じるダイナミックな空間を展開。また、2019 年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振
興会)を京阪グループのホテルとして初めて受賞するなど、そのデザイン空間が注目を集めております。
京都センチュリーホテルでは、京都の伝統工芸である京工芸（京金工芸・京木工芸・西陣織）の手業を駆
使した 4ｍ80ｃｍものフロアスタンドがあるロビーでも撮影が可能。
また、1,000 年以上の歴史を有する寺社、神社、四季が美しい名所など、京都ならではの記念写真を撮
影していただけます。

THE THOUSAND KYOTO
光と水の音楽堂「KOMOREBIDO」

THE THOUSAND YOTO
ホテルシンボル「大階段」

京都駅前にありながら、自然豊かなガー 神社仏閣を訪れるような、非日常空間へ
デンに佇む独立型チャペル。
と誘うロビーでは印象的な撮影が可能。

大覚寺

京都東山

1,000 年以上の由緒ある寺院での特別 八坂の塔や二寧坂、神社・仏閣など名所
あふれる場所を舞台に。
感あふれる 1 枚を。

京都センチュリーホテル
シンボリックな京の伝統工芸
クラシカルな空間にそびえる、フロアス
タンドを背景にして。

嵐山
京都で人気の観光地・渡月橋を背景
に、または人力車に乗りながら。

＜フォトウエディングの魅力 02＞レストランでのお食事がセットに
撮影後、レストランでランチやディナーを味わっていただけます。
シェフが選び抜いた確かな食材から革新・伝統的に生み出される
品々が味わえる、THE THOUSAND KYOTO のレストランで、思い出
に残るひとときをお過ごしください。
THE THOUSAND KYOTO に あ る レ ス ト ラ ン 、 日 本 料 理
「KIZAHASHI」、イタリア料理「SCALAE」からお選びいただけます。

▲日本料理「KIZAHASHI」イメージ

＜フォトウエディングプラン＞

■洋装１スタイルプラン ￥99,800～
プラン内容：
・ドレス／タキシード 各 1 着（衣裳小物含む）
・ヘアセット＆メイク
・衣裳着付け
・写真撮影
・お食事 2 名様（コース料理・ワンドリンク）
※撮影はホテル館内となります。
■和装１スタイルプラン ￥130,000～
プラン内容：
・白無垢／紋付袴 各 1 着（衣裳小物含む）
・ヘアセット＆メイク
・衣裳着付け
・写真撮影
・お食事 2 名様（コース料理・ワンドリンク）
※撮影はホテル館内となります。
■和洋装プラン ￥220,000～
プラン内容：
・ドレス／タキシード（衣裳小物含む）
・白無垢／紋付袴（衣裳小物含む）
・ヘアセット＆メイク
・衣裳着付け
・写真撮影
・お食事 2 名様（コース料理・ワンドリンク）
※撮影はホテル館内となります。
■ロケーションプラン ￥300,000～
プラン内容：
・ドレス／タキシード（衣裳小物含む）
・白無垢／紋付袴（衣裳小物含む）
・ヘアセット＆メイク
・衣裳着付け
・写真撮影
・お食事 2 名様（コース料理・ワンドリンク）

■レストランウエディング

＜レストランウエディングの魅力 01＞日本料理、イタリア料理、フランス料理・・・3 つのレストランからお好みで
クラシカルな京都センチュリーホテル、2019 年に開業したばかりの THE THOUSAND KYOTO は両ホテル
とも駅前を感じさせない、柔らかな光あふれる空間や情緒ある日本庭園、洗練されたパーソナルな個室が魅
力です。
大切な人と美味しさを分かち合いたいお料理は、季節の素材を活かし、食材に繊細な趣向をこらした特別
コースをご提供。日本料理、イタリア料理、フランス料理からお好みでお選びいただけます。

京都センチュリーホテル
オールデイダイニング ラジョウ パーティールーム
オールデイダイニング ラジョウのパーティールーム
は慶びの日にふさわしく、柔らかな光がとけこむ、あた
たかい空間。
季節の素材を活かしたクラシカルなフレンチを大切
な人と味わう、とっておきの時間を過ごしていただけま
す。
＜利用人数＞30～40 名

THE THOUSAND KYOTO 日本料理「KIZAHASHI」
京都駅前ながらも情緒ある庭園に囲まれた空間
は、縁を結ぶ静謐な場に最適。
京都を中心に世界中から取り寄せた食材に繊細な
趣向をこらした四季折々の日本料理と、心安らぐ空間
で特別なウエディングを。
＜利用人数＞
個室：6～12 名

THE THOUSAND KYOTO イタリア料理「SCALAE」
モダン、オーセンティック、イノベーティブなど様々な
表情をあわせ持つ、THE THOUSAND KYOTO ならで
はのガストロノミックなイタリアン。
開放感あふれるテーブル席で友人とともに、洗練さ
れたパーソナルな空間が魅力の個室ではご家族と。
お 2 人の希望が叶うレストランです。
＜利用人数＞
個室：6～18 名／テーブル席：6～20 名

＜レストランウエディングの魅力 02＞チャペル「KOMOREBIDO」にて挙式や会場内での人前式も
レストランウエディングでは、THE THOUSAND KYOTO
のチャペル「KOMOREBIDO」での挙式、レストラン内での
人前式もご利用可能。
その後、外へ移動する事なく、館内レストランで披露
宴ができる、ホテルならではのレストランウエディングで
す。

■プラン概要
【フォトウエディング】
・洋装１スタイルプラン
・和装１スタイルプラン
・和洋装プラン
・ロケーションプラン

￥99,800～
￥130,000～
￥220,000～
￥300,000～

セット内容：
各衣裳 1 着（小物付き）／ヘアセット＆メイク／衣裳着付け／写真撮影／お食事 2 名様（コース料理・ワンド
リンク）
詳細 HP：https:/www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/photo-wedding
※表示価格に消費税が別途かかります。
【レストランウエディング】
■スタンダード会食プラン
＜セット内容＞各洋装衣裳 1 着（小物付き）／ヘアセット＆メイク／衣裳着付け／料理・飲料／室料
日本料理「KIZAHASHI」・イタリア料理「SCALAE」 6 名様～／￥398,000～
オールデイダイニング ラジョウ 30 名様～／￥748,800～
■挙式&スタンダード会食プラン
＜セット内容＞各洋装衣裳 1 着（小物付き）／ヘアセット＆メイク／衣裳着付け／料理・飲料／室料／
写真／装花／音響
オールデイダイニング ラジョウ 30 名様～／￥998,800～
詳細 HP：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurant-wedding/
※表示価格にサービス料・消費税が別途かかります。

■ホテル概要 京都駅から徒歩 2 分。異なる顔を持つ、デュアルブランドホテル

＜京都センチュリーホテル＞
1928 年「京都ステーションホテル」として創業後、1981 年
に「京都センチュリーホテル」として開業。
モダン・クラシカルな空間と創業 92 年と長年培ってきたおも
てなしでゲストをお迎えいたします。
所 在 地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 680 番
階
数：地下 2F～地上 10F
客
室：3F～10F 218 室
公式 HP：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyotocenturyhotel/

＜THE THOUSAND KYOTO＞
2019 年 1 月に京阪グループのフラッグシップホテルとして
開業。『京都の豊かな知恵に触れる パーソナル・コンフォー
ト・ホテル』をコンセプトに、ゲストに寄り添ったサービス、施設で
心に残るおもてなしをお届けしております。
所 在 地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町 570 番
階
数：地下 1F～地上 9F
客
室：3F～9F 222 室
公 式 HP ： https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/thethousand-kyoto/

※京都センチュリーホテルと THE THOUSAND KYOTO は地下 1 階～地上 3 階にて接続。

※写真は全てイメージです。

＜このリリースに関するお問合せ・ご取材のお問合せ＞
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
京都センチュリーホテル・ザ・サウザンド キョウト 広報担当／梅津・吉田・山村
TEL：075-351-0186

FAX：075-343-3722

umetsu-m@keihanhotels-resorts.co.jp
yoshida-m@keihanhotels-resorts.co.jp
yamamura-s@keihanhotels-resorts.co.jp

