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長楽館 氷菓　  ￥1,800～（ミニドリンク付）
定番のピスタチオ・季節のフルーツ

日本の夏の風物詩「かき氷」とフランス伝統菓子「サバラン」が
洋館で出会ってひとつのスイーツになりました
食べ進めるほどに味の変化が楽しめる新感覚のかき氷

提供時期 ： 2022年6月1日（水）～9月中旬

パティシエが本気で創ったかき氷

詳細はこちら詳細はこちら

※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。

デザートカフェ長楽館
営業時間｜11:00～18:30（18:00L.O.）

7.1（金）  9.30（金）2022

天然の花を使った色鮮やかな中国花茶「花薬茶（ファヨウチャ）」

花びらや茎、そして「つぼみ」をまるごと煎じた特別な一杯を

花茶Fair
長楽館絵画ドリンクフェア
Art Drink Fairin Summer

19～20世紀を代表する画家たちの名画を味わうドリンクフェア
美術館を訪れるように
花を、あるいは花と共に描かれた絵画をドリンクに

6.1（水）  8.31（水）2022

各 ¥1,200～
『睡蓮』
バタフライピーソーダフロート

クロード・モネ

『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』
コーヒーフロート

エドゥアール・マネ

2種のパイナップルジュース
『ひまわり』 フィンセント・ファン・ゴッホ

薔薇のベリーソーダ
『バラの花束』 ピエール＝オーギュスト・ルノワール

桃のティーソーダ
『接吻』 グスタフ・クリムト

アフタヌーンティーセット　1名 ¥4,500～ 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。 ※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。

全ランチ・ディナーコースの食後の一杯にてお選びいただけます

アフタヌーンティーで、追加料金＋￥600にてご注文いただけます

Dessert Cafe CHOURAKUKAN French LE CHENE / Dessert Cafe CHOURAKUKAN



CHOURAKUKAN Cha mpagne FairCHOURAKUKAN Cha mpagne FairCHOURAKUKAN Cha mpagne FairCHOURAKUKAN Cha mpagne Fair
プレミアム・シャンパーニュをグラス1杯からお楽しみください

繊細な泡と涼を味わう

7.1（金）  8.31（水）2022

フレンチ ル シェーヌ
ランチ  コース ￥ 8,800 ･￥22,000
ディナー コース ￥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）

CHOURAKUKAN Cha mpagne FairCHOURAKUKAN Cha mpagne FairCHOURAKUKAN Cha mpagne Fair
プレミアム・シャンパーニュをグラス1杯からお楽しみください

繊細な泡と涼を味わう
CHOURAKUKAN Cha mpagne Fair
繊細な泡と涼を味わう

CHOURAKUKAN Cha mpagne Fair
プレミアム・シャンパーニュをグラス1杯からお楽しみください

7.1（金） 8.31（水）2022

長楽館シャンパーニュフェア

ステイ中、ドン・ペリニヨンのボトル1本プレゼント
冷えたドン・ペリニヨンをレストランでもカフェでも客室でも

お気に召すまま楽しめる夏限定ステイプラン

期間 ： 2022年7月1日（金）～8月31日（水）

1室1泊2名様¥130,000～

With ドン・ペリニヨン ステイプラン

※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。

ご予約はこちら

CHOURAKUKAN Cha mpagne Fair
ドン・ペリニヨン

ヴーヴ・クリコ

アルノー・ド・シューラン

香り・味わいの複雑さと長い余韻 シャンパーニュの祖

フルーティな香りと爽やかな口当たり
女傑が育てた偉大なシャンパーニュ

ベリー系の香りのエレガントなシャンパーニュ

Dom PérignonI.

II.

III.

Veuve Clicquot

Arnaud de Cheurlin

ご予約はこちら

フレンチ ル シェーヌ
ご予約はこちら

Free Flow フリーフロー 5 glass pairing シャンパーニュ＆ワインペアリング1名様 ¥12,100（90分制） ¥16,500～
ドン・ペリニヨンを乾杯酒に。2種のシャンパーニュとハウスワイン(赤・白)をフリーフローで ソムリエによるペアリングセット（シャンパーニュ2種・白ワイン2種・赤ワイン1種）

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。

ご予約はこちら

※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。

デザートカフェ長楽館
営業時間｜11:00～18:30（18:00L.O.）

ドン・ペリニヨン
香り・味わいの複雑さと長い余韻 シャンパーニュの祖

Dom PérignonI.

II. Veuve Clicquot

1 glass ¥3,960

ヴーヴ・クリコ
フルーティな香りと爽やかな口当たり
女傑が育てた偉大なシャンパーニュ

III. Arnaud de Cheurlin

ヴーヴ・クリコ
Veuve Clicquot

1 glass ¥2,970

アルノー・ド・シューラン
ベリー系の香りのエレガントなシャンパーニュ

Arnaud de Cheurlin
アルノー・ド・シューラン

III. Arnaud de Cheurlin

1 glass ¥2,200

Dessert Cafe CHOURAKUKAN / French LE CHENE Dessert Cafe CHOURAKUKAN / French LE CHENE / Hotel CHOURAKUKAN



プラン内容

❁振袖（貸衣装）1点　❁撮影会場費　❁支度室
❁美容（ヘアメイク・着付け）　❁撮影費
❁写真デジタルデータ（50カット）
※各種オプションご用意

お問い合わせ　TEL 075-561-0055（長楽館WEDDING）

詳細はこちら

祇園祭×美食祭ディナー

8.16（火）2022

お一人様 ¥27,500

乾杯酒付フレンチフルコース（2～4名）
1名 ¥33,000

17:00～17:30 お食事開始　20:00 大文字点火

食後は特等席 長楽館3階「御成の間」（通常非公開）や
2・3階の各部屋より大文字・妙法・舟形をゆっくりご鑑賞ください
お食事付き宿泊プランもご用意しております

京都の夏といえば、八坂神社の「祇園祭」

祭りの時期に旬を迎える鱧をはじめ、鮑やオマール海老と、

海の幸をふんだんに盛り込んだ美食コースを個室でご用意いたします

乾杯酒には、ドン・ペリニヨンを

※今後の情勢により点火の規模の縮小または中止の可能性がございます。
※料金は税込金額です。別途、サービス料10％を申し受けます。

大文字 送り火の夕べ
特別フルコース フレンチディナー

詳細はこちら

山上真帆 ポーセレンレースドール展 ～貴婦人たちの集い～ 開催の様子（貴婦人の間）

展示会プラン
歴史ある迎賓館での展示会　プライベートな個展や集いに

全館貸切のプランもご用意しております

プラン特典

※上記はサービス料10％及び消費税を含めた料金です。 ※ご利用時期により、料金は変動いたします。
※ご利用いただけない日程もございます。 ※詳しくはお電話にてお問合せください。

●デザートカフェ長楽館10％OFFチケット（展示会ご利用日より3か月有効）
●設営１時間分＆搬出1時間分料金サービス
※ご利用時は「展示会プランを見て」とお伝えください

期間 ： 2022年6月1日（水）～2023年5月31日（水）

貸切1日(10:00-18:00) 料金一例
接遇の間 30㎡ ￥  96,800～
貴婦人の間 36㎡ ￥116,160～
鳳凰の間 45㎡ ￥125,840～
テラスCORAL 150㎡ ￥290,400～

ご予約はこちら

※料金は税込金額です。別途、サービス料10％を申し受けます。
※お食事会場は本館にてご用意いたします（お部屋はお選びいただけません）。
※お食事付き宿泊プランもご用意しております。

※プラン料金は税込金額です。

スタンダードプラン ￥198,000～

成人式 撮影プラン
明治時代の趣の残る洋館で、一生の記念に残る一枚を

期間 ： 2022年7月1日（金）～7月31日（日）

1日1組
限定

French LE CHENE / Hotel CHOURAKUKAN  CHOURAKUKAN Wedding / Banquet



詳細はWEBをご覧ください
新着情報一覧へ

オンラインストアはこちら
〒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/

Chourakukan Legacy

竣工当時の床タイル -Islamic Tiles-
重厚な木の階段の半ば、羊飼いの少女が描かれた美しいステンドグラスの扉の向こうに、
当時の喫煙室がございます。
賓客が煙草を楽しまれた一室が建物の中央に位置する場所に設けられているのは、所有者
である村井が「煙草王」であることに由来するのではないでしょうか。
現在「喫煙の間」は壁に中国風の装飾が見られますが、元々はイスラム風の一室でした。
当時、洋館の喫煙室はイスラム風に造ることが習わしであり、床の幾何学模様のタイル
はそれに倣い、イスラムの風情が残ります。
このタイルはその意匠から、『世界で最も美しいボーンチャイナ』と称された、イギリス・ミントン
（Minton）社製といわれています。英国王室御用達陶磁器メーカー ミントン社のタイルは、
東京の旧岩崎邸庭園(1896年)のベランダや、神戸の萌黄の館（1903年）のマントル
ピースにも使用されています。

※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。

喫煙の間

長楽館ブティック 営業時間│11:00～18:00

※料金は税込金額です。 ※ギフトのご用命・熨斗のご用意も承ります。
※数量限定商品のため予告なく提供期間が変更となる場合がございます。
※長楽館オンラインストア一服にてご配送承ります。

提供期間 ： 2022年6月1日（水）～（数量限定のため完売次第終了）

じゅわっと国産レモン果汁したたる

夏の冷製パウンドケーキ

パウンドケーキ 夏レモン  Cake au citron   ￥3,000
冷やして食べる 新感覚パウンドケーキ

夏季限定商
品

CHOURAKUKAN Boutique ─おくりもの─


