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医療従事者の皆さまへ敬意と感謝の気持ちを込め

京都の 4 館で「医療従事者さま向け宿泊プラン」を販売
～期間中は毎日京都タワー塔体のブルーライトアップも～
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社(京都市下京区、統括総支配人:井上貴史)では、今般の新型コロナ
ウイルス感染拡大に対し、感染予防や診療などに昼夜を問わず最善を尽くされている医療従事者の皆さまに
敬意と感謝の気持ちを込め、京都の 4 館(THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド キョウト) /
京都センチュリーホテル / 京都タワーホテル / 京都タワーホテルアネックス)にて特別料金でご宿泊いただける
「医療従事者さま向け宿泊プラン」をご用意いたしました。また、労いの気持ちを込め、期間中は京都タワー塔体
をブルーにライトアップいたします。

宿泊プランは、2021 年 11 月 24 日(水)～12 月 12 日(日)の期間限定でご予約を承ります。それぞれの
館の特色に合わせ、スパ温浴付きプランやメインバーでのフリーフロー付きプラン、京都タワー展望室入場券付き
プランなどをご用意いたしました。すべてのプランにご朝食も付いています。
緊張の絶えない日々の中で、心身ともにリフレッシュをはかり体力回復をしていただく場として、ホテルのリラックス
空間を提供いたします。清潔・安全・安心な環境でくつろぎのひと時をお過ごしください。

■医療従事者さま向け宿泊プラン 特典■
◆THE THOUSAND KYOTO
・THE THOUSAND SPA(ザ・サウザンド スパ) 利用無料
・レイトチェックアウト(通常 12:00 のところ 13:00 まで利用可能)
・館内レストラン利用 20％OFF
・朝食付き
THE THOUSAND SPA
【営業時間】15:00～22:00(最終受付 21:00)
【定

員】男女ともに最大 8 名まで
▲THE THOUSAND SPA

朝食
【店

舗】SCALAE(スカーラエ) <2 階>

【営業時間】7:00～10:00(最終受付 9:30)

◆京都センチュリーホテル
・メインバー「ESSEX(エセックス)」 フリーフロー付き(90 分)
・センチュリーコンフォートからグランコンフォートへ客室グレードアップ
・レイトチェックアウト(通常 12:00 のところ 13:00 まで利用可能)
・館内レストラン利用 20％OFF

▲ESSEX

・朝食付き
ESSEX
【利用時間】17:00～23:00(最終受付 21:30) ※90 分制
【メ ニ ュ ー】ビール、ワイン(赤・白)、ウイスキー15 種類、
カクテル 30 種類以上、日本酒、ソフトドリンク
朝食
【店

舗】La Jyho(ラジョウ) <2 階>

【営業時間】7:00～10:00(最終受付 9:30)

◆京都タワーホテル / 京都タワーホテルアネックス

▲京都タワー展望室

・京都タワー展望室入場券付き
・ボタニカアメニティー付き
・朝食付き
京都タワー展望室
【営業時間】＜平 日＞11:00～19:00(最終入場 18:30)
＜土日祝＞11:00～21:00(最終入場 20:30)
朝食
【店

舗】タワーテラス (京都タワーホテル 3 階)
レジーナ

(京都タワーホテルアネックス 1 階)

【営業時間】7:00～10:00(最終受付 9:30)

▲ボタニカアメニティー

※スパについては事前予約不要ですが、混雑状況によりご案内ができない場合がございます。
※展望室入場券及びボタニカアメニティーは、宿泊数に限らずおひとり様 1 セットとさせていただきます。
※営業時間は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

■医療従事者さま向け宿泊プラン 概要■
【対

象】 医療従事者の方々とご同伴者
※医師、看護師に限らず、事務職の方もご利用いただけます。
※チェックイン及びレストラン利用時に医療従事者である証明書のご提示をお願いいたします。

【予約期間】 2021 年 11 月 24 日(水)～12 月 12 日(日)
【宿泊期間】 2021 年 12 月 6 日(月)チェックイン～13 日(月)チェックアウトまで
【料

金】 ・THE THOUSAND KYOTO : 12,600 円～ / 2 名 1 室 / 1 名さまあたり
・京都センチュリーホテル :

9,600 円～ / 2 名 1 室 / 1 名さまあたり

・京都タワーホテル :

4,500 円～ / 2 名 1 室 / 1 名さまあたり

・京都タワーホテルアネックス :

4,000 円～ / 2 名 1 室 / 1 名さまあたり

※税金・サービス料込み(宿泊税は別途)
※料金はご宿泊のお日にち・人数により変動いたします。
【予 約 先】 ・THE THOUSAND KYOTO
https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/hotels/keihan-thousand/plans/10041522

・京都センチュリーホテル
https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/hotels/keihan-century/plans/10041532

・京都タワーホテル
http://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-tower/plans/10041678

・京都タワーホテルアネックス
https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/keihan-towerannex/plans/10041691

【お問い合わせ】 ・THE THOUSAND KYOTO 075-354-1000 (ホテル代表 10:00～19:00)
・京都センチュリーホテル

075-351-0111 (ホテル代表 10:00～19:00)

・京都タワーホテル / 京都タワーホテルアネックス
075-361-7261 (ホテル代表 10:00～19:00)

■京都タワー塔体ライトアップ 概要■
【実施日】 2021 年 12 月 6 日(月)～12 日(日)の 7 日間
【時 間】 日没～24:00
【カ ラ ー】 ブルー

※画像はすべてイメージです。
※当ホテルの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインについてはこちらをご覧ください。
・THE THOUSAND KYOTO
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/anti-covid.html
・京都センチュリーホテル
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/other/covid-policy.html
※「メインバー ESSEX」は、『京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証』取得店舗です。
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/restaurant/20211012123003_post-11.html

・京都タワーホテル
https://www.kyoto-towerhotel.jp/info/policy20200601/
・京都タワーホテルアネックス
https://www.kyoto-towerhotel-annex.jp/info/2020/06/policy202007.php

◆THE THOUSAND KYOTO
京阪グループのフラッグシップホテルとして、2019年1月29日に京都駅前に開業。 『京都の豊かな知恵に触れる ～パーソナル・
コンフォート・ホテル～』をコンセプトに、自分の好きなスタイルで食を楽しむカフェやレストラン、自分らしくいられる部屋、心身を癒す
施設、そして京都らしいおもてなしや心づかい、個々それぞれに心地良いひとときを提供します。
【所在地】 〒600-8216 京都市下京区東塩小路町570番
【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩2分
【H

P】 http://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

◆京都センチュリーホテル
JR・地下鉄京都駅より徒歩約2分。1928年に前身の「京都ステーションホテル」が天皇即位の礼(御大典)の慶祝事業の1つと
して開業。2021年4月、新コンセプト「Nostalgic Journey」を掲げ、長年の歴史と培ってきた“おもてなし”の精神を受け継ぎ
ながらも、時代のニーズに沿ったサービスでお客様をお迎えいたします。
【所在地】 〒600-8216 京都市下京区東塩小路町680番
【アクセス】 JR京都駅より東へ徒歩2分
【H

P】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/

◆京都タワーホテル
長い歴史の伝統と文化をうつろう四季の中で見せてくれる街、京都。その表玄関に佇む京都タワーホテル。京都駅正面徒歩2分。
お客様のニーズに合わせて観光、ビジネスなど多彩にご利用いただけます。
【所在地】 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1
【アクセス】 JR京都駅烏丸中央口より徒歩3分
【H

P】 https://www.kyoto-towerhotel.jp/

◆京都タワーホテルアネックス
JR京都駅から徒歩3分。駅前のメインストリートを少し入った閑静な場所に位置するホテル。心あたたまるサービスとアットホームな
雰囲気が旅の疲れを癒し、ゆったりとおくつろぎいただけます。
【所在地】 〒600-8216 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町595-1
【アクセス】 JR京都駅烏丸中央口より徒歩3分
【H

P】 https://www.kyoto-towerhotel-annex.jp/

＜このリリースに関するお問い合わせ／ご取材のお問い合わせ＞
京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
企画・広報担当／渡辺・上野・川勝
TEL：075-351-0186 (平日 9:00～18:00)

FAX：075-343-3722

Email：ttk_press@ml.keihanhotels-resorts.co.jp

