
京都の玄関口として、人と文化と情報、

そして「歴史」と「未来」が交差するステージ、

ホテルグランヴィア京都。

伝統がもたらす心地よい時間と新しい感動が、

ここから始まります。

Hotel Granvia Kyoto stands at the gateway to Kyoto,

where history intersects with the future,

and ancient cultural heritage with high-tech industry.

A renewed appreciation for the joys that tradition brings starts here.



Guest Room 
客室

客室のデザインコンセプト
開業当初のコンセプト「ＫＹＯＴＯの感性の演出と和のアイデンティティーの継承」を踏襲し、

内装デザインに「古都の余情と面影」を表現しました。

窓の景色を通して「記憶」の中の京都と再び出会い、新しい再発見へ誘うしつらい。

三方を山々に囲まれた古都の情景を、絵画のように切り取り、そこでゆったりと味わうことのできる空間へ。

※写真はすべてイメージです。

Following Granvia’s concept of “The production of KYOTO’s sensibility and the succession of the Wa identity” harbored since the company’s founding,

the interior design of the Tower View Rooms express the lingering charm and shape of the old capital.

The view from the window both offers guests the opportunity to encounter the Kyoto of yesteryear but also prepares them for the new excitements waiting to be discovered.

Enjoy a relaxing atmosphere accentuated by the view of historic Kyoto surrounded by mountains outside.

Room Design Concept

約70種類のお料理の和洋バイキングや、アメリカン
ブレックファスト、コンチネンタルブレックファストなどを用意。

Le Temps offers a breakfast buffet with about 70 
different Japanese and Western dishes in addition to 
American-style breakfast options, a Continental 
breakfast, and more.

客室アメニティ
冷蔵庫・ミニバー/バスタオル・タオル/ボディソープ・石鹸・シャンプー・トリートメント・フェイスウォッシュ・
クレンジング/歯ブラシ/ナイトウェア/ドライヤー/コーム/バスローブ（スーペリア以上の客室にご用意）/
スリッパ/全室Wi－Fi・有線インターネット接続完備

Refrigerator・Mini bar/ Towels/Body soap・Soap・Shampoo・Hair treatment・
Facial wash・Makeup remover/Toothbrush/Pajama/Hairdryer/Comb/Bathrobe（Superior room or higher categories only）/
Slippers/Wireless Internet connection-complimentary

Guest Room Amenities

朝食 Breakfast

Le Temps
Café Restaurant

ル・タン

カフェレストラン

ホテルグランヴィア京都総料理長が吟味したお米
を主役に、京都の名品や季節の食材を取り入れ
た京の“朝ごはん”で贅沢な一日。

Start your luxurious day with a Kyoto-style breakfast 
featuring local specialties, seasonal ingredients, and 
rice carefully selected by Hotel Granvia Kyoto’s 
executive chef.

浮橋Washoku Ukihashi和食

※The photos are for illustrative purposes only.

スーペリアツインタワービュールーム
Superior Twin Tower View

スイートルーム「眺洛～古都の棲家～」
Choraku Suite

グランヴィアデラックスツインルーム
Granvia Deluxe Twin



Restaurants & Bars
レストラン＆バー

和食 浮橋
Washoku “Ukihashi”

SHOP

※予約制（3日前の16：00までにご予約ください。）
※A 3-day advance reservation is required.

中国料理 六本木樓外樓
Chinese Restaurant “Roppongi Rogairo”

京懐石 美濃吉 竹茂楼
Kyokaiseki Minokichi “Takeshigero”

天婦羅処 京林泉
Tempura “Kyorinsen”

ビュー&ダイニング コトシエール
View& Dining “Cotociel”

Seats 70席
（075）342-5522

Roomｓ 4室
（075）344-8888

Seats 31席
（075）343-3535

Seats 90席
（075）342-5524

（075）342-5525 （075）352-5406

Seats 27席
（075）342-5521

Seats 98席
（075）342-5527

Seats 164席
（075）342-5525

Seats 96席
（075）365-3320

Seats 52席
（075）365-6021

Seats 62席
（075）342-5526

メインバー オルビット
Main Bar “Orbite”

カフェレストラン ル・タン
Café Restaurant “Le Temps”

鉄板焼 五山望
Teppan-yaki “Gozanbo”

ロビーラウンジ グランジュール
Lobby Lounge “Grand Jour”

ペストリー＆ベーカリーショップ　ル・タン
Pastry & Bakery Shop “Le Temps”

HOTEL SHOP京みやげとオリジナルギフト
Souvenir Shop

オンラインショップ
Online Shop

ゲストハウス 塩小路楽粋
Private Dining “Shiokoji Rakusui”

▶

※写真はすべてイメージです。※The photos are for illustrative purposes only.



Banquet
宴会場

Wedding
ウエディング

パーティー、国際会議など、皆さまが集うひととき。

京都市内最大級の広さ1,200㎡を有す大宴会場「源氏の間」をはじめ大小15の宴会場では、

多彩なレイアウトや装飾のアレンジ、心をこめたお料理とサービスで、印象に残るイベントを演出します。

For parties, conferences or other large gatherings,

Hotel Granvia Kyoto boasts one of Kyoto’s largest banquet facilities,

with the 1,200 m2 Genji Ballroom and 14 other banquet halls of various sizes. 

With layouts and décor to suit every need, lovingly prepared cuisine and attentive service, 

our banquet facilities assure you of an evening you’ll treasure forever.

As well as being a day of thanks to the many people 

who have been there for the bride and groom throughout their lives, 

a wedding day also represents the first step towards a future filled with happiness.

With that in mind, we at the Hotel Granvia hope to assist the bride and groom with 

linking their paths together as one for the beautiful and loving journey that awaits them.

ウエディングは、おふたりを育んでいただいた多くの方 に々

心からの感謝を伝える日。

そしてもちろん、幸福に満ちた未来へと歩みだす

最初の一歩を飾る日でもあります。

私たちは、おふたりの“これまで”と“これから”を結ぶその日を

心を込めてお手伝いいたします。

※写真はすべてイメージです。※The photos are for illustrative purposes only.



Hotel Facilities
ホテル施設概要

Access
アクセス

ビュー＆ダイニング ｢コトシエール｣ ／ 鉄板焼「五山望」 ／ 中国料理「六本木樓外樓」 ／ 瑞風ラウンジ ／ グランヴィアフロア宿泊者専用「グランヴィアラウンジ」15Ｆ

7Ｆ～15Ｆ

7Ｆ

6Ｆ

5F

View & Dining  "Cotociel" / Teppan-yaki "Gozanbo" / Chinese Restaurant "Roppongi Rogairo" / MIZUKAZE Lounge / Granvia Lounge

Banquet Rooms "Shikibu", "Houjou", "Tsurezure" and "Kaden" / Chapel "Makarios" / Bell Monument "Tabidachi-no-Prier"

客室

宴会場「式部の間」「方丈の間」「徒然の間」「花伝の間」 ／ チャペル「マカリオス」 ／ ベル・モニュメント「出発のプリエ」

Banquet Rooms "Kokin", "Taketori", "Soushi"·Shinto-style Wedding Hall "Toujuden", "Senzai" and "Sarashina"

宴会場「古今の間」「竹取の間」「草子の間・神前式場 稲寿殿」「千載の間」「更級の間」

3F

M3F

2F

Banquet Rooms "Genji", "Eiga", "Kinyou", "Konjaku", "Sampou" and "Shurei" / Changing Rooms / Pool & Fitness "The Granvia" / Nishimura Clinic

宴会場「源氏の間」「栄華の間」「金葉の間」「今昔の間」「三宝の間」「秀麗の間」 ／ 男女着替室 ／ プール&フィットネス「ザ グランヴィア」 ／ 西村診療所

Pool
プール 3F

Foyer “Crystal Stage”
ホワイエ「クリスタルステージ」 3F

Washoku "Ukihashi" / Tempura "Kyorinsen" / Kyokaiseki Minokichi "Takeshigero" / Souvenir Shop / Jewelry Shop "Maggiore" / Accessories and Wear "ABISTE Boutique"

和食「浮橋」 ／ 天婦羅処「京林泉」 ／京懐石 美濃吉 「竹茂楼」 ／ ホテルショップ京みやげとオリジナルギフト ／ ジュエリーショップ「マジョーレ」 ／ アクセサリー＆ウェア「アビステブティック」

Main Lobby / Reception / Café Restaurant "Le Temps" / Lobby Lounge "Grand Jour" / Main Bar "Orbite" / Pastry & Bakery Shop "Le Temps"

メインロビー ／ フロント ／ カフェレストラン「ル・タン」 ／ ロビーラウンジ「グランジュール」 ／ メインバー「オルビット」 ／ ペストリー＆ベーカリーショップ「ル・タン」 

By Rail and Air■ 鉄道・空港をご利用のお客様 Around Hotel Granvia Kyoto■ ホテルグランヴィア京都 周辺図

Private Dining "Shiokoji Rakusui" / Beauty Salon / Wedding Attire / Esthetic Salon

ゲストハウス「塩小路楽粋」 ／ 美容室 ／ 衣裳室 ／ エステサロン

Guest Rooms

4Ｆ ウエディングサロン Wedding Salon

※情報は2022年3月現在のものです。

https://www.granvia-kyoto.co.jp https://www.granviakyoto.com (English)

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル JR京都駅中央口

電話：（075）344-8888（大代表） FAX：（075）344-4400
JR Kyoto Station Central Exit, Shiokoji-sagaru, Karasuma-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216
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