
 

 

 

 

2020年 6月 29日 

                               株式会社ホテル京阪 

 

 

 

 

 
 

株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：工藤 俊也）は、宿泊特化型のホテル「ホテル京阪 

京都駅南」を 2020年 7月 1日（水）に開業します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「ホテル京阪 京都駅南」は、京都駅八条西口より徒歩 1分と京都観光に大変至便な立地です。 

「ホテル京阪 京都グランデ」、「ホテル京阪 京都八条口」に続く、京都駅前 3店目のホテルとなります。客室の

ほとんどが 16㎡以上で、照明・空調・アラームをタッチパネルで操作可能なタブレットを設置。自動チェックイン

機を使ったスマートチェックインなど、便利で快適に滞在いただけます。 

また、本ホテルは当初 4月 27日（月）の開業に向けて準備を進めていましたが、新型コロナウイルス感染拡

大の防止と、お客様、従業員の健康と安全を第一に考え、開業を見合わせておりました。このたび緊急事態宣

言の解除に伴い、お客様に安心してご利用いただけるよう新型コロナウイルス感染症への対策の準備を整えた

上で本ホテルの開業を 7月 1日（水）に決定いたしました。ホテル京阪では、感染症への対策と今後の新しい生

活様式に添ったサービススタンダードを「New Normal of Hotel Keihan」と称し、取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係各位 

JR京都駅八条口から徒歩で約 1分 

「ホテル京阪 京都駅南」2020年 7月 1日（水）開業！！  

～京都駅八条口に 3店目の「ホテル京阪」がついにオープン！～ 
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ホテル京阪 京都南 外観 

客室（スタンダードツイン） 



 
 
京都の玄関口でお客様をお迎えするに相応しい「和」を 

意識したデザインイメージ。北側の客室には窓を大きくとって 

おり、京都駅を一望できます。ベッドマットレスはシモンズ製。 

タッチパネルをベッド横に設置しており、就寝時、起床時も 

快適に照明や空調を調節いただけます。 

コンパクトな客室ながらも疲れを癒していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

タイプ 客室数 面積 宿泊料金（1泊） 

シングルルーム 24室 13～16㎡ 8,500円～ 

ダブルルーム 31室 17～22㎡ 11,000円～ 

ツインルーム 144室 16～28㎡ 12,000円～ 

※別途ユニバーサルルーム（1室）をご用意しております。 

※宿泊料金は共に税金/サービス料金込の価格です。 

※全室に、無料 Wi-Fi 、加湿機能付空気清浄機を完備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他館内設備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 客室 

 

 館内設備 

 【レストラン】 

「朝から元気に美しく」をテーマに、京都ならではのメニューを 

取り入れた満足度の高い朝食をご提供。朝食時間以外は 

カフェ・ラウンジとして宿泊者以外の方もご利用可能で、 

コーヒーなどのドリンクをセルフサービスでお召しあがりいただ 

けるコーナーを設置、思い思いにお過ごしいただけます。 

 

■営業時間：  

  

■料金：    

 

 

■席数：     

 

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、営業内容に変更が生じる場合がございます。 

ロビー（イメージ） 
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レストラン店内 

フロント ロビー 

客室（モデレートダブル） 

朝食営業 / 7：00～10：00 

カフェ営業 / 12：00～21：00  

［朝食］1650円（税込み） 

［カフェ］１時間 300円 （税込み） 

  ※セルフサービスのドリンク付き 

65席 



 

【ホテル京阪 京都駅南 店舗概要】 

■所在地：      
■開業日：     
■規  模：      
■延べ床面積：   
■施設：         
■ホームページ：  
■客室数：        
             
■宿泊料金：    
             
■チェックイン/チェックアウト：  
■アクセス：         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホテル京阪 会社概要】 

■社名： 株式会社 ホテル京阪 

■本社所在地： 大阪市中央区大手前 1丁目 7-24 京阪天満橋ビル 3階 

■連絡先： TEL 06-6585-0215（代表） FAX  06-6585-0289 

■設立： 昭和 52年（1977年）9月 1日 

■代表： 代表取締役社長 工藤 俊也 

■株主構成： 京阪ホールディングス株式会社／京阪バス株式会社 

新型コロナウイルス感染症への安全・安心に関わる取り組み「New Nomal of Hotel Keihan」について 

1.消毒液の設置 

 ホテル館内各所に消毒液を設置し、お客様がご利用いただきやすい環境整備に努めております。 

2.定期消毒の強化 

 パブリックエリア、客室、レストラン、宴会場の、お客様が触れる機会が多い、共用箇所の消毒を励行しております 。（自動チェック  

 イン機及びタッチペン、エレベーターのボタン、ドアノブ、スイッチ、イス、テーブル、リモコン、電気ケトル、電話、ドライヤーなど） 

3.飛沫感染防止の強化 

 フロント、レジカウンターにアクリル板を設置しております。お客様の健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、接客スタッフはマスク 

 やフェイスガード、手袋を着用しております。また、客室清掃時、レストラン、宴会場での換気を徹底しております。 

4.ソーシャルディスタンスの対応 

 エレベーター、レストラン、宴会場、大浴場、ジム、喫煙室はソーシャルディスタンスを確保できるよう利用人数制限をさせてい 

 ただいております。 

5.営業の変更点 

 レストラン・宴会・館内施設の一部で休業・営業時間を短縮させていただいております。詳細につきましては HP にてご確認くださ 

 い。 

※その他、「ご来館のお客様へのお願い」、「従業員に対する取り組み」もございます。 

詳細は公式 HP内リリース（https://www.hotelkeihan.co.jp/info/wp-content/uploads/2020/06/20200601.pdf）をご覧くださ

い。 
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京都市南区東九条室町 55番地 
2020年 7月 1日（水） 
地上 9階建て 
約 6,200㎡（約 1,875坪） 
レストラン（合計 65席）、ライブラリーコーナー、ランドリー、自動販売機コーナー他 
https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-e/ 
200室（シングルルーム 24室/ダブルルーム 31室/ 
      ツインルーム 144室/ユニバーサルルーム 1室） 
シングルルーム 1泊 8,500 円～/ダブルルーム 1泊 11,000円～ 
/ツインルーム 1泊 12,000 円～ ※共に税金/サービス料金込  
15:00/11:00 
新幹線、JR、近鉄電車、京都市営地下鉄「京都駅」八条西口より徒歩約 1分 



 

 

 

参考：京都駅付近にあるホテル京阪 

【ホテル京阪 京都八条口】 

「シンプルかつ機能的な非日常空間」をテーマに、安らぎや安心感をご提供す

るビジネスホテルです。旅の疲れをゆったりとした湯船で癒していただける「大

浴場」など、ホテルステイを充実させる設備もございます。客室は江戸時代の

武士や町人が住む京町家のイメージをアレンジしており、各客室内にモダンな

デザインの茶器をご用意しており、お茶を飲みながら寛いでいただけます。・室

内モニターではレストランや大浴場、ランドリーの混雑状況が確認可能など、

利便性にも優れています。 

 

■所在地：   京都市南区東九条南山王町 5-1  

■電話番号： 075-662-0321 

■URL：    https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/ 

■階数：   地上 5階建て（エントランス・ロビー・レストラン/1階、 

             客室/2階～5階） 

■延床面積： 約 8,360㎡（約 2,530坪） 

■施設：    レストラン（合計 97席）、大浴場（男女） 

ギャザリングラウンジ、ランドリーコーナー他   

【ホテル京阪 京都 グランデ 】 

ご宿泊のお客様に快適にお過ごしいただけるよう、様々な館内設備・サービ

スをご用意し、京阪グループ内ホテルの中でもワンランク上のホテルステイを

ご提供します。枯山水庭園を眺められるコンセプトルーム「 禅 」や 、最上

階のスーペリアフロアなど、日常と一味異なる癒しの空間でゆったりとした時

間をお過ごしいただける客室をご用意しております。カジュアルに料理とお酒

が楽しめる地中海料理&ワイン・ビアバル“オクターヴァ”を併設し、宿泊者は

もちろん近隣のお客様にもご利用いただけます。 

 

■所在地：   〒601-8003 京都市南区東九条西山王町 31 

■電話番号： 075-661-0321 

■URL：    https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/ 

■階数：   地上 13階建て、地下 2階（エントランス/1階、 

         レストラン・宴会場/2階、 客室/3階～13階） 

■延床面積： 約 11,607 ㎡（約 3,511坪） 

■施設：    レストラン（合計 150席、個室 1室）、ライブラリー、 

         会議・宴会場、外貨両替機、ビアガーデン（夏季限定）他 

            

京都駅付近の「ホテル京阪」チェーンホテルは 3店となります。 

＜ホテル特長とその概要＞ 

レストラン「オクターヴァ」 

「ホテル京阪 京都 グランデ」外観 

「ホテル京阪 京都八条口」 大浴場 

「ホテル京阪 京都八条口」外観 
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ホテル京阪 京都駅南 ホテル京阪 京都 グランデ ホテル京阪 京都八条口

開業日 2020年7月1日
1984年3月3日

※2016年名称変更
2018年12月1日

アクセス 京都駅八条西口より徒歩1分
京都駅八条東口より徒歩1分

京都駅と地下道で直結

京都駅八条東口より徒歩5分

京都市営地下鉄「九条」駅より徒歩3分

形態 宿泊特化型ビジネスホテル 宿泊主体型ライフスタイルホテル 宿泊特化型ビジネスホテル

部屋数
200室

（シングルルーム/ダブルルーム/

ツインルーム/ユニバーサルルーム）

320室

（シングルルーム/ツインルーム/ダブルルーム/コネクトルーム/

トリプルルーム/スーペリアツインルーム/ジュニアスイートルーム）

234室

（シングルルーム/ダブルルーム/ツインルーム/モデレートツイン

ルーム/トリプルルーム/モデレートトリプルルーム）

料金
シングルルーム(13㎡)　1泊8,000円～

ツインルーム(17㎡) 1泊12,000円～

シングルルーム(15㎡) 1泊8,800円～

ツインルーム(23㎡) 1泊14,000円～

シングルルーム(14㎡) 1泊7,700円～

ツインルーム(17㎡) 1泊10,000円～

・京都の玄関口で灯をともすべく 、

行灯を思わせる格子状の外観デザイン

・京都駅八条口で最も高い建物のため上階の客室から

は東山 の景色 を一望（東側の客室のみ）
・疲れを癒せる大浴場施設

・京都駅を一望できる大きな窓を配置した客室

 （北側の客室のみ）

・オールデイダイニングで地中海料理と

お酒をお楽しみいただけるバー併設

・大型バス駐車でのご利用スペース有、

　グループにも最適

特徴


