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大切なあの人へ「長楽館」の贈り物。
オンラインストアを開設いたしました。



キッシュ ロレーヌ

ケーク・オ・マロン

ちょっとしたランチやおみやげに
出来たての「長楽館」の味はいかがでしょうか。
オンラインストアよりご予約承り中。

秋の味わいが続々登場します。

Online Store

1ホール（直径13.5cm） ￥2,000

1本 ￥3,000

季節のポタージュ
4個入（160ml×4）      ￥1 ,500

※写真はイメージです。
※別途、消費税を申し受けます。
※テイクアウトは3日前までにご予約くださいませ。
※テイクアウト商品の配送は行っておりません。

栗たっぷりの ラム酒の効いた大人の秋のパウンドケーキ

販売期間 ： 2020年11月上旬～

キッシュ ロレーヌ 季節のポタージュ

www.chourakukan-store.com
長楽館オンラインストア

Cake aux Marrons

通販で手軽にお取り寄せはいかが？

LE CHENE×テイクアウトはじめました

CHOURAKUKAN Online Store



デザートカフェ長楽館
営業時間｜11:00～18:30（18:00L.O.）
※別途、サービス料10％及び消費税を申し受けます。
※写真は一例です。内容は食材の入荷状況によって異なります。
※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。マスカットや栗、秋の味覚をふんだんに使った繊細で優雅なデセールたち

※旬に応じてスイーツの種類は変更いたします。Autumn Dress
秋の装い

Sweets

クラシックモンブラン／栗とコーヒーのなつかしい大人の味わい緑のエクラン／マスカットとハーブをまとった飴の宝石箱

各 ￥1,500 提供期間 ： 2020年9月～11月

Dessert Cafe CHOURAKUKAN



提供期間 ： 2020年9月～11月

Viande de CanardFrench Le Chene

提供期間 ： 2020年9月～11月提供期間 ： 2020年9月～11月

Viande de CanardFrench Le CheneViande de CanardFrench Le CheneViande de Canard
京都亀岡産「七谷鴨」を味わう美食の秋

フレンチ ル シェーヌ
ランチ   コース ￥  5,000･￥  8,000
ディナー コース ￥12,000･￥15,000･￥20,000
営業時間│ 11:30～14:00（L.O.）／17:30～19:30（L.O.）

※別途、サービス料10％及び消費税を申し受けます。
※写真はイメージです。内容は食材の入荷状況によって異なります。
※12歳未満のお客様のご利用はご遠慮いただいております。
※ディナーはセミフォーマルな装いでお楽しみください。
※¥20,000コースは2日前までの要予約です。

「七谷鴨」とは…
LE CH

ENE一
推し

ななたにがも

京都府亀岡市の七谷川のほとりで
放し飼いされる七谷鴨は
独自の無薬飼料による、
甘い脂と濃い旨みが特長。

近年人気の知る人ぞ知るブランド鴨です。

French LE CHENE



ホテル長楽館
※12歳未満のお客様のご利用はご遠慮いただいております。
※料金は2名様にて1室利用の場合の一泊夕・朝食付き料金（税サ別）です。
※別途、宿泊税を1名様￥500～1,000申し受けます。予めご了承くださいませ。

期間 ： 2020年11月14日（土）～12月4日（金）
お一人様ご一泊 ￥52,000～

紅に色づく古都 東山にてくつろぎのひとときを

期間 ： 2020年11月14日（土）～12月4日（金）

※紅葉の状況により、期間が変更となる可能性がございます。

お一人様ご一泊 ￥52,000お一人様ご一泊 ￥52,000お一人様ご一泊 ￥ ～お一人様ご一泊 ￥52,000お一人様ご一泊 ￥52,000お一人様ご一泊 ￥

※紅葉の状況により、期間が変更となる可能性がございます。

Ⅰ チェックイン時、秋の京都のお菓子とお抹茶でおもてなし
Ⅱ 高台寺・圓徳院の夜間拝観チケットプレゼント
Ⅲ 長楽館BOTIQUEのクッキーもしくはジャムを1名様1つプレゼント

紅に色づく古都 東山にてくつろぎのひとときを

期間 ： 2020年11月14日（土）～12月4日（金）

京の紅葉プラン

特典

Hotel CHOURAKUKAN



飛翔の間 会食プラン
吹き抜けと大きな窓 開放感あふれるバンケットルームをゆったり贅沢にご案内

ライブラリーバー マデイラ
営業時間│17:00～22:00（21:30L.O.） 
ご予約    │BAR専用回線 090-2708-1909
※別途、サービス料10％及び消費税を申し受けます。
※カクテル写真はイメージです。

三大酒精強化ワインの一つ
ポルトガルの美酒「マデイラワイン」を使った秋のカクテル

Seasonal Cocktail

提供期間 ： 2020年9月～11月

￥1,500

※写真はイメージです。 ※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。
※お客様の安心安全のため、お席の配置は打合せの上ご希望に応じてご用意いたします。 

フレンチコース料理〈10名～40名様〉

フリードリンク（2時間制）
（税サ込）

（5皿）（4皿） （6皿） （7皿）
￥6,000 ・ ￥8,000 ・ ￥10,000 ・ ￥12,000～

 ￥2,000 ・ ￥2,500～

Banquet / Library Bar MADEIRA



6名様　￥670,000

適用人数 ： 6名～14名
実施会場 ： LE CHENE
期　　間 ： 2020年12月31日まで

（税・サービス料込）

〈1名様追加￥28,000〉

ご家族での挙式・食事会をお考えのおふたりへ
挙式やスナップ撮影など人気アイテムが含まれた
安心のおもてなしプラン
明治の洋館で優美な1日を家族とともにゆったりと

家族婚PLAN

長楽館WEDDING
お問い合わせ時間│11:00～19:00 (火曜日を除く)
※プラン詳細は公式WEBサイトをご覧ください
※長楽館WEDDINGはご結婚式当日を安心してお過ごし頂くため
　公益社団法人日本ブライダル文化振興協会のガイドラインに基づき
　新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます

CHOURAKUKAN Wedding



〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

TEL 075-561-0001　FAX 075-561-0006

https://www.chourakukan.co.jp/

詳細はWEBをご覧ください

最新情報は
WEBサイトを
ご覧ください

新着情報一覧へ

安心・安全な企画を御案内します。
ゆっくり、静かな時間をお過ごし下さい。

京のそぞろ歩き

地元応援! 京都で食べよう、泊まろうキャンペーン

/京都市・公益社団法人京都市観光協会

6月19日（金）～9月下旬（予定）  ※京都市民及び勤務者限定

特別料理や特別プランがリーズナブルに楽しめます。抽選で地元の

豪華特産品をプレゼント。

京都非公開文化財特別公開/公益財団法人 京都古文化保存協会

9月1日（火）～12月13日（日）　※除外日あり

京都の文化財18ヶ所が特別公開されます。長楽館は初参加です。

Go To Travelキャンペーン/国土交通省

7月22日（水）～2021年1月末（予定）

国内旅行代金が実質半額（1人1泊あたり最大2万円相当を支援）。

連泊OK、回数制限なし。

Go To Eatキャンペーン/農林水産省

9月（予定）～2021年1月末（予定）

Ⅰ．登録店で使えるプレミアム付食事券（2割相当分の割引券）発行。

Ⅱ．オンライン予約サイト利用で次回使えるポイント付与（1人当たり最

大1000円分）

※上記は2020年8月1日時点の情報です。
　今後の情勢や政府の発表により、内容が変更となる場合がございます。
※上記キャンペーン詳細は各公式WEBサイトをご確認くださいませ。

清掃・消毒・
換気の強化

アルコール消毒液の
増設

従業員の
マスク着用

席数の削減 等

長楽館の感染症予防対策の取り組み

長楽館は「Go To キャンペーン」の
安全基準を満たしております

長楽館はGo To Travel事業への参加申請を行っています。
また、Go To Eat事業への参加申請予定です。

お客様へのお願い
恐れ入りますが、ご来館時のマスクの着用ならびに手指の消毒・検温のご協力を
お願い致します。また、体調の優れない際のご来館はご遠慮くださいませ。

※日本政府ならびに関係機関の示す方針に準じ、上記内容を更新する場合がございます。

CHOURAKUKAN ─おくりもの─


