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French LE CHENE / Dessert Cafe CHOURAKUKAN

Hotel CHOURAKUKAN

炉ではじまる冬支度

心身を

を味わう

華やかなフランベの炎と
香りの仕立て

秋が深まり、11月末頃になると、ホテルの客室の暖炉に炎が灯ります。
半年以上かけてゆっくり乾燥させた薪をくべた暖炉は、冬の風物詩です。
炎のゆらぎ。薪のはぜる音。
「何もしない」
という贅沢を味わう、大人の夜。

める 冬のホットドリンク
長楽館 冬の新作ドリンクをご用意しました

店の名前を冠した特別コース“LE CHENE”
冬の時期はメインの
「黒毛和牛のシャトーブリアン」
を
ゲリドンサービスにてお客様の目の前で仕上げます

マデイラで
「暖」
の
ひとときプラン

提供期間 ： 2021年12月5日
（日）
〜2022年2月28日
（月）
ランチ・ディナー共に￥22,000コースにて提供

フレンチ ル シェーヌ

冬の暖炉の心安らぐひとときに、
マデイラワインを堪能できる巣ごもりプラン
販売期間 ： 2021年12月1日
（水）
〜2022年2月28日
（月）

95,950〜

1室1泊2名様 ￥

ご予約はこちら

ホテル長楽館
※金額は1室1泊2名様ご宿泊時の夕・朝食付料金（サービス料・消費税込）
です。
別途、宿泊税をお一人様につき￥500〜1,000申し受けます。
※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。

ランチ コース ￥ 5,500（平日限定）･￥ 8,800･￥22,000
ディナー コース ￥13,200（平日限定）･￥16,500･￥22,000
営業時間│ 11:30〜14:00（最終来店時間）
17:30〜19:30（最終来店時間）
※料金は税込金額です。別途、サービス料10％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変更となります。
※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。

アイリッシュコーヒー マデイラ

￥1,500

カフェモカ

￥1,200

ロイヤルミルクティー

￥1,200

提供期間 ： 2022年1月10日
（月）
〜2月28日
（月）
ご予約はこちら

デザートカフェ長楽館
営業時間｜11:00〜18:30（18:00L.O.）
アフタヌーンティー 12:00〜18:00（2部制）
※料金は税込金額です。別途、サービス料10％を申し受けます。

ご予約はこちら

Library Bar MADEIRA

Library Bar MADEIRA / Dessert Cafe CHOURAKUKAN

国内でも有数のマデイラワインの品ぞろえを誇る
長楽館LIBRARY BAR MADEIRA

旅する葡萄酒

常時100種以上、辛口から甘口まで

Madeira Fair
2022

幅広い種類のマデイラを揃えています

Madeira Fair期間中、

1.10（月） 2.28（月）

Vintage Madeira一例

❖ Verdelho 1850(嘉永3)年

─長楽館が所有する最も古いマデイラ

❖ Boal 1903(明治36)年

─ライト兄弟が世界初の動力飛行を成功

1glass ￥28,600
1glass ￥17,600

❖ Sercial 1969(昭和44)年

─アポロ11号人類初の有人月面着陸成功 1glass ￥ 4,400

❖ Malvasia 1989(平成1)年

─
「平成」
のはじまり/ベルリンの壁崩壊

Madeira Wine (マデイラワイン)とは
ポルトガル領のマデイラ島で作られるマデイラワインは、世界三大酒精強化ワインの一つ。
加熱により意図的にワインを酸化・熟成させることで、独特の香ばしい風味が生まれ、
100年以上保存の効く美酒に仕上がります。
その製法は、大航海時代の16世紀、船に積まれ
たワインが、赤道付近を通過するときに熱された
ことで偶然生まれたといわれています。
長い歴史と海を旅する葡萄酒。
そんな物語をたずさえたワインです。

スイーツと味わう
マデイラワイン

1glass ￥ 2,750

Fair特典

Fair期間中、オールドヴィンテージ・マデイラ
（1850〜1990年）
をご注文のお客様へ

ライブラリーバー マデイラ
営業時間│17:00〜22:00（21:30L.O.）
※料金は税込金額です。別途サービス料10％を申し受けます。
※提供時期は予告なく変更となる場合がございます。

フェア詳細はこちら

同品種の葡萄を使用した
5年熟成のマデイラを1杯プレゼント

デザートカフェ長楽館のメニューに
マデイラワインが登場します
辛口は食前酒として、
甘口はスイーツに合わせるのもお誂え向きです

Vinhos Barbeito

ヴィニョス・バーベイト

1glass（30ml） 各￥1,100

❖ Sercial 10年(辛口)

❖ Veldelho 10年(中辛口)

❖ Boal 10年(中甘口)

❖ Malvasia 10年(甘口)

長楽館の
アフタヌーンティー×マデイラ
Option ＋￥1,100〜

食前酒から始まる正統派アフタヌーンティーのスイーツやセイボリー、
最後の
「お楽しみの一皿」
に合わせて
ソムリエがセレクトしたマデイラワインをご用意します

French LE CHENE

CHOURAKUKAN Online Store IPPUKU / Dessert Cafe CHOURAKUKAN

Christmas
for you

istmas
Memorial Chr

京の洋館で過ごすクリスマス
子どもの頃に見た絵本や映画の中のような
情景が広がる12月の長楽館

2021

12.23（木） 12.26（日）
Menu Noël

フレンチコース ￥22,000
京の丹波牛・活けオマール海老・黒トリュフをふんだんに使用
ランチでもディナーでも楽しめる
4日間限定のLE CHENE特別ノエルコース

Christmas
クリスマスケーキ

生クリームデコレーションケーキ

Galette des eRois
ets
ar's swe

￥3,400〜

2021年12月21日
（火）
〜25日
（土）※テイクアウト限定

ノエルクグロフショコラ

New Yガレット・デ・ロワ

￥3,200

毎年好評 新年を祝うフランスの伝統菓子

2021年12月1日
（水）
〜25日
（土）
〈配送受取可能日〉
12月3日
（金）
〜25日
（土）

幸運のお守りフェーブを添えて
お一人様サイズでご用意しました
提供期間 ： 2021年12月26日
（日）
〜2022年1月23日
（日）

ノエルディナー付
クリスマススペシャルステイプラン
プラン限定の自家製パウンドケーキなど

New Year

長楽館からのささやかな贈りもの

お菓子なおせち ￥7,100

華やかなクリスマスツリーやリースに飾られた館内で

2021年12月26日
（日）
〜2022年1月5日
（水）

大切な人と特別な一日を

〈配送受取可能日〉
12月28日
（火）
〜1月7日
（金）

先行予約特典

2021年11月15日(月)まで特別価格でご予約受付中
ご予約はこちら

※料金は税込金額です。※「ノエルクグロフショコラ」
・
「お菓子なおせち」
は配送も承ります。
※料金は税込金額です。別途、サービス料10%を申し受けます。

─ おくりも の ─

CHOURAKUKAN Wedding

京の迎賓館

Chourakukan L egacy

SAKURA Photo Wedding
春の薄紅に染まる円山公園と
百年以上の歴史の趣を残す洋館で
二人の記念撮影に彩を添えて
2022

3.22（火） 4.12（火）
先行予約受付中

（期間中の平日限定／先着10組まで）

詳細はこちら

黄色い煉瓦
約100年前、旧帝国ホテル
（現在は愛知県犬山市の博物館明治村に一部保存）
の設計にあた
り、建築家フランク・ロイド・ライ
トは
「黄色い煉瓦」
を求めました。当時の日本は赤煉瓦が主流
でなかなか当てが見つからない中、重役会議に参加していた村井吉兵衛が己の別邸「長楽
館」
に黄色の化粧煉瓦が使用されていることを提言したといいます。
長楽館のルネサンス式の堅牢な外観に彩りを添えるように配された黄色い煉瓦は、愛知県・
常滑の久田吉之助によるもの。久田吉之助は日本近代建築陶材の先駆者のひとりで、岐
阜県の名和記念昆虫館や京都府立図書館にも彼のタイルやテラコッタが使用されています。
当時の日本の最先端技術だったといえる
「黄色の煉瓦」
が今もなお残る、貴重な建物です。
なお、旧帝国ホテルの黄色い煉瓦が仕上がるまでの紆余曲折については、NHK名古屋放
送局制作愛知発地域ドラマ
「黄色い煉瓦〜フランク・ロイド・ライ
トを騙した男〜」
でもご紹介さ
れています。

新着情報一覧へ
詳細はWEBをご覧ください

〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

長楽館WEDDING
お問い合わせ時間│11:00〜19:00 (火曜日を除く)
※ブライダルフェア・テイスティングフェアは公式WEBサイトをご確認ください

TEL 075-561-0001 FAX 075-561-0006
https://www.chourakukan.co.jp/
※今後の情勢により営業内容が変更となる場合がございます。最新の情報は公式WEBサイトをご覧くださいませ。

