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French LE CHENE

CHOURAKUKAN
Spring
Fair
春爛漫 March - May 2022

春の京都
夜桜プラン

Découpage

期間 ： 2022年3月26日
（土）
〜4月3日
（日）

hene
French Le C

177,870〜

1室1泊2名様 ￥

お客様の目の前で切り分ける
春の香りのデクパージュ

特典

観桜ディナープラン

桜の葉と岩塩を使った生地に包んで
しっとりと蒸し焼きにした黒毛和牛フィレ肉
ふわりと広がる桜の香りとともに春をご堪能ください

Ⅰ 高台寺・圓徳院の夜間拝観券をご用意
Ⅱ チェックイン時 春の生菓子とお抹茶でおもてなし
Ⅲ「御成の間」
と
「LE CHENE」
で楽しむ観桜ディナー

洋館の最上階に位置する和の空間「御成の間」
（通常非公開）

提供時期 ： 2022年3月2日
（水）
〜5月30日
（月）

秘密の花見の名所にて、

ランチ・ディナー共に￥22,000コースにて提供

春を彩る苺のロゼ・シャンパーニュを味わう夜桜鑑賞プラン
期間 ： 2022年3月26日
（土）
〜4月3日
（日）
ご予約はこちら

フレンチ ル シェーヌ

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。

29,040

お一人様 ￥

●
「御成の間」
での夜桜鑑賞、シャンパン&アミューズ提供
●
「LE

CHENE」
での春の特別ディナーコース

※上記はサービス料10％及び消費税を含めた金額です。
※ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。

ご予約はこちら

ホテル長楽館
※料金は1室1泊2名様ご宿泊時の夕・朝食付き料金
（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。

Dessert Cafe CHOURAKUKAN / CHOURAKUKAN Boutique

Dessert Cafe CHOURAKUKAN

桜のエクラン

￥

1,800

CHOURAKUKAN Afternoon Tea

定商品

春期限

春に色づく2種のパウンドケーキ
桜

Cake aux SAKURA

￥

ピスタチオ

Cake aux Pistache

￥

2,800
3,000

提供期間 ： 2022年2月26日
（土）
〜4月上旬
桜&柚子とピスタチオ&ストロベリーの2種のパウンドケーキ

Spring Sweets
提供時期 ： 2022年3月下旬〜

ドローイングルームの流れを汲むロココ調の
応接間
「迎賓の間」
はアフタヌーンティー専用

t Cafe

Deser

ロビーで奏でられる
ベーゼンドルファーの生演奏

苺のフィアンティーヌ

￥

1,700

アフタヌーンティーセット

デザートカフェ長楽館
営業時間｜11:00〜18:30（18:00L.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。
※提供時期は食材の入荷状況により予告なく変更となる場合がございます。

ご予約はこちら

長楽館BOUTIQUE
営業時間｜11:00〜18:30
※料金は税込金額です。 ※ギフトのご用命・熨斗の用意も承ります。
※長楽館オンラインストア一服にてご配送も承ります。

1名 ¥4,500〜 12：00〜18：00(2部制)

オンラインストアはこちら

フィレンツェの名窯
『リチャード・ジノリ』
の
「フィオーリ・ヴェルディ」
シリーズのプレート。
新緑とゴールドのつぼみに彩られた
季節のスイーツ＆セイボリー

ハンガリーの名窯
「ヘレンド」
の
繊細な茶器がティータイムを華やかに

※料金は税込金額です。別途、サービス料10％を申し受
けます。
※アフタヌーンティーセットのご予約は2名様より承ります。
※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。
※ピアノの演奏スケジュールはお問い合わせください。

CHOURAKUKAN Wedding

Hotel CHOURAKUKAN

ロイヤルカスタマー向け

ウェディングご紹介キャンペーン

フォトウエディング宿泊プラン
歴史が薫る明治の迎賓館「長楽館」
での宿泊と
早朝のフォトウエディングがセットに

長楽館から本誌をお送りしているお客様からのご紹介で

撮影後はメインダイニング
「LE CHENE」
にて

新規ご来館された新郎新婦様へ

ゆっくりとランチをお楽しみいただけます

長楽館 FRENCH LE CHENE ペアランチ券

299,000〜

1室1泊2名様 ￥

もしくは

デザートカフェ長楽館 ペアアフタヌーンティー券
プレゼント
さらに、挙式披露宴をご成約で

挙式（キリスト教式もしくは人前式）プレゼント

│ウェディング専用回線 075-561-0055

※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

（80カット）
撮影費・写真デジタルデータ

❁朝食（サンドイッチ/撮影準備前に客室にてご用意）

公式WEB

ご予約

新郎新婦洋装衣裳各1点・撮影会場費・支度室・
美容（新婦ヘアメイク・新郎新婦着付け）

❁長楽館FRENCH LE CHENEでのランチコース

※上記期間中のご来館が対象です
※ご来館時にご紹介者様のお名前を控えさせていただきます
※フォトウエディングのご利用は対象外です
※詳細はお気軽にお問合せくださいませ

お問い合わせ時間│11:00〜19:00 (火曜日を除く)

❁フォトウエディング

❁ホテル宿泊（1室1泊2名様）

キャンペーン期間
2022年3月1日
（火）
〜5月31日
（火）

長楽館WEDDING

プラン内容

ホテル長楽館
※料金は1室1泊2名様ご宿泊時の朝食・昼食付き料金
（サービス料及び消費税込）
です。
別途、宿泊税をお一人様につき￥500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。
※フォトウエディングは平日午前中のご案内となります。
※上記プランのご予約はお電話にて承ります。

詳細はこちら

─ おくりも の ─

Event

Chourakukan L egacy

煙草王 村井吉兵衛
-Murai Kichibe-

「煙草王」
と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛
（1864年─1926年）
は煙草製造業者「村井兄弟商会」

たばこと塩の博物館 蔵

京都・東山花灯路−2022

長楽館 光と音のファンタジー
京都・東山一帯を露地行灯の
「灯り」
といけばな作品の
「花」
で演出する
京の早春イベント
「京都・東山花灯路」
も今年で最終回。

の社長です。明治24（ 1891）年に両切紙巻き煙草「サ
ンライス」、明治27（ 1894）年にはアメリカ産の葉を使っ
た
「ヒーロー」
を販売し、大ヒット。村井の煙草ビジネスは
国内最大手となりました。
その後、アメリカ好きと知られる村井は、アメリカ人技師
J.M.ガーディナーに設計を依頼し、地元・京都に別邸を
建てました。明治42（ 1909）年に竣工し、迎賓館として
様々なお客様をお迎えした村井の別邸が
「長楽館」
です。
左の写真は、現在長楽館で使用しているコースターで
す。ハイカラなデザインは、村井煙草のパッケージデザイ
ンからきています。
村 井の代 表 作であるヒーロー（ H E R O ）、サンライス
（ S U N R I S E ）。そして孔 雀の絵の美しいピーコック
（PEACOCK）。かつて愛された煙草のデザインは、村
井吉兵衛の別邸で、今なお、お客様の目を楽しませて
います。

長楽館では外壁いっぱいに咲き乱れる万華鏡の投影をお楽しみいただけます。
毎年恒例の長楽館オリジナルホットワインのテイクアウト販売を行うほか、
館内見学
（有料）
も開催予定。

期間 ： 2022年3月4日
（金）
〜3月13日
（日）
※情勢によりイベントが中止となる可能性がございます。

新着情報一覧へ
詳細はWEBをご覧ください

詳細はこちら

〒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/
※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。

