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2017 年 9 月 15 日
京都センチュリーホテル

ハロウィン限定の新カクテルも登場！
【10 月限定】「星空テラス～Cafe & Bar～」とスイーツビュッフェ

「ショコラプレミアムデザートビュッフェ～マリエ～」がコラボレーション！
～甘く香り高いショコラと愉しむ、幻想的な惑星カクテルのマリアージュ～

京都センチュリーホテル(京都市下京区、総支配人：大塚滋)は、2017 年 10 月 1 日(日)より、現在好評開催中の「星空テラス
～Cafe & Bar～」とスイーツビュッフェ「CHOCOLAT Premium Desserts Buffet ～MARIÉE～ (ショコラプレミアム
デザートビュッフェ～マリエ～)」のコラボレーションを実施し、“SNS 映え”カクテルとして人気の惑星カクテルや期間限定
カクテル 2 種を、スイーツビュッフェとともにお愉しみいただける企画を開催いたします。

10 月限定の星空カクテルやハロウィン限定カクテルが登場！

10 月 1 日(日)から開催される、パティシエ特製の本格ショコラスイーツ約 25 種を中心にフードやフルーツ、アイス
クリームなど合計約 50 種を、
ロマンティックなブライダルサロンで好きなだけ堪能できる「CHOCOLAT Premium Desserts Buffet
～MARIÉE～(ショコラプレミアムデザートビュッフェ～マリエ～)」が、現在好評開催中の「星空テラス～Cafe & Bar～」と
コラボレーション。ディナータイム(18:00～20:00)限定で、
「星空テラス～Cafe & Bar～」で人気の惑星カクテルをご提供いた
します。
マーズ(火星)・ジュピター(木星)・ヴィーナス(金星)など、惑星をテーマにしたオリジナルカクテル 8 種や天の川をイメー
ジした「ミルキーウェィ～天の川～」に加え、ハロウィン限定ツイン･カクテル「ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・ムー
ン」や 10 月限定の恒星カクテル「ポラリス～北極星～」が登場し、合計 11 種のオリジナルカクテルをお愉しみいただけます。

また、同じくブライダルサロンにて、21:00～23:00 限定で開催中の女性向け新感覚バー「星空テラス～Late Night Salon～」
においても、9 月 22 日(金)より「ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・ムーン」
、10 月 1 日(日)より「ポラリス～北極星～」
の提供を開始いたします。

星空テラス限定カクテル 「惑星カクテル」
「星空テラス～Cafe & Bar～」で人気の惑星をモチーフにした、オリジナル
カクテル「惑星カクテル」8 種。
マンゴー風味のスパークリングワインに、銀色のアラザンシュガーを注ぐと、
まるで流れ星のようにきらきらと揺らめく「ヴィーナス～金星～」や、地球と
月をイメージした鮮やかなブルーのグラデーションが美しい「アース＆ムーン
～地球＆月～」をはじめ、幻想的なカクテルが Instagram をはじめ、SNS で話題を
呼んでいます。

ハロウィン限定ツイン・カクテル＆10 月限定の恒星カクテルが登場！
惑星カクテルなど人気のカクテルに加え、ハロウィン限定ツイン・カクテル「ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・
ムーン」や 10 月限定の恒星カクテル「ポラリス～北極星～」をご用意。
「ショコラプレミアムデザートビュッフェ～マリエ～」
にて、10 月全日程のディナータイムでお愉しみいただけます。
また、「星空テラス～Late Night Salon～」においても、9 月 22 日(金)より「ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・
ムーン」
、10 月 1 日(日)より「ポラリス～北極星～」の提供を開始いたします。

【ハロウィン限定ツイン・カクテル】
ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・ムーン
イエロー&パープルの 2 層にしたグラスにブラッドカラーのストロベリー
リキュールを注ぐとパンプキン色のカクテル「ジャック・オ・ランタン」が完成。
さらにゴーストが出てきそうな真夜中の暗い月夜を思わせるミッドナイトブルー
のカクテル『ハロウィン・ムーン』の 2 種類を同時に愉しめるツイン・カクテル
です。
【ハロウィン限定】
ジャック・オ・ランタン＆ハロウィン・ムーン ￥850

※「星空テラス～Late Night Salon～」では 9 月 22 日(金)より提供開始。

【10 月限定カクテル】ポラリス～北極星～
ポラリス～北極星～を中心に満天の星々が円を描くように回っている様子を、
丸みをおびたグラスをグラデーションにすることで表現。ブルーキュラソー&
ローズ 2 色のシロップをスポイトから、ゆっくり注いでスパークリングワインベ
ースの 4 層のカクテルをお客様の手でお作りいただきます。
※「星空テラス～Late Night Salon～」では 10 月 1 日(日)より提供開始。
【10 月限定】ポラリス ￥850

ショコラプレミアムデザートビュッフェ ～マリエ～
「ブライダル」をテーマに、パティシエ特製のショコラスイーツがお好きなだ
け愉しめるスイーツビュッフェを、ブライダルサロン「LIKO LEHUA(リコ レフア)」
にて初開催。ショコラの風味を活かしたこだわりのスイーツなど約 25 種の他、
ショコラを使用したフードやフルーツ約 15 種、アイスクリーム約 10 種など、
合計約 50 種をお愉しみいただけます。

純白のウエディングドレスや煌くビジュー、華やかなインテリアに囲まれたパステルピンクの会場は、実際にブライダル
サロンとして使用されていた、とっておきの空間。幸福感に包まれる可憐なスペースが広がります。さらに、ライフスタイル
ショップ「INOBUN」によるコーディネートが加わり、よりいっそう華やかさを増した会場にずらりと並ぶパティシエ渾身の
ショコラスイーツ。目に触れる空間、口にする甘く香り高いショコラが特別なひとときを演出いたします。

■ディナータイム限定で「星空テラス～Cafe & Bar～」の惑星カクテルが登場！
ディナータイムには、女性の心をくすぐる可憐な空間で、甘く上品なショコラスイーツと幻想的な惑星カクテルのマリアー
ジュをお届けいたします。
※カクテルはオプションメニューです。別途料金が発生いたします。

《オプション》
・星空カクテルフリーフロープラン

￥1,500 (消費税・サービス料込み)

― 惑星カクテルを含むオリジナルカクテル 9 種、ハロウィン限定カクテル、10 月限定カクテルを含む 11 種が飲み放題
※「ショコラプレミアムデザートビュッフェ～マリエ～」コラボレーション特別価格
・星空カクテル [単品]￥800～850 (消費税・サービス料込み)

■CHOCOLAT Premium Desserts Buffet～MARIÉE～ 概要
【

期間

】2017 年 10 月 1 日(日)～11 月 30 日(木)

【

会場

】ブライダルサロン「LIKO LEHUA(リコ レフア)」（京都センチュリーホテル 2F）

【

時間

】[ランチタイム]12:00～13:30／[ディナータイム]18:00～20:00
日曜日のみ[ティータイム]14:30～16:00 を含む 3 部制
※惑星カクテルのご提供はディナータイムのみ

【

料金

】大人 4,500 円

7-12 歳 2,300 円

4-6 歳 1,200 円（消費税・サービス料込）

【お問合せ】TEL 075-351-0085(レストラン総合受付 10:00～20:00)
【 ＵＲＬ 】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/chocolat/index.html

「星空テラス～Late Night Salon～」
「星空テラス～Late Night Salon～」では、
「星空テラス～Cafe & Bar
～」の惑星カクテルを、ブライダルサロン「LIKO LEHUA(リコ レフア)」に
て、21:00～23:00 限定で提供。
人気シャンパーニュ「ヴーヴ・クリコ」とのコラボレーション企画も実施
しており、シャンパンをお好きなだけ愉しめる特別フリーフロープランも
販売しております。

■9 月 22 日(金)よりハロウィンナイトに変身！
9 月 22 日(金)より、ブライダルサロンがハロウィン仕様に模様替え。シャンパンメーカー「ヴーヴ・
クリコ」が“闇に包まれた神秘的な魅惑の森”をコンセプトに、ゲストを不思議な空間へと誘います。
「ヴーヴ・クリコ」ならではの、ツイストのきいた驚きと喜びのあるハロウィンをお届けいたします。

■「星空テラス～Late Night Salon～」

概要

【

期間

】2017 年 8 月 1 日(火)～10 月 31 日(火)

【

場所

】京都センチュリーホテル 2Ｆ ブライダルサロン「LIKO LEHUA(リコ レフア)」

【

時間

】21:00～23:00(フード 21:45、ドリンク 22:30 L.O.)

【

料金

】ドリンク ￥700～、フード ￥500～
フリーフロー(フリードリンク)プラン ￥2,900～

※テーブルチャージ無

【お問合せ】075-351-0085(レストラン総合受付 10:00～20:00)
【 ＵＲＬ 】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/hoshizora/

※表示価格には、消費税・サービス料が含まれています。※写真は全てイメージです。
※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

＜このリリースに関するお問合せ／ご取材のお問合せ＞
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社／京都センチュリーホテル
広報担当／松井・栢・森
TEL：075-351-0186

FAX：075-343-3722

HP：https://www.keihanhotels-resorts.co.jp
Email：mori-m@keihanhotels-resorts.co.jp

