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2021
2021 年 3 月 12 日(金)開業
三菱地所グループの株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ（本社：東京都千代田区、取締役社長：
水村 慎也、以下、「ロイヤルパークホテルズ」）は、京都エリアで3店舗目となる「ザ ロイヤルパークホテル 京
都梅小路」（所在地：京都市下京区観喜寺町9-3／総支配人：小林 義和）が2021年3月12日（金）に開業す
ることをお知らせいたします。

外観

エントランス

【ザ ロイヤルパークホテル
ロイヤルパークホテル 京都梅小路の
京都梅小路の特徴】
特徴】
１． 寺社仏閣だけでない、新しい京都の魅力が詰まった梅小路エリアの中心に位置する好立地
２． 安心・快適・安らぎを提供する、ゆとりある共用部と「和」を現代的解釈でアレンジした客室デザイン
３． パパママホテルスタッフ考案！お子さま連れファミリーに嬉しい各種サービス
① ホテルでも屋外でも楽しく過ごせる、お子さま向け貸出備品・アメニティの充実
② 朝食付きがおすすめ！添い寝の小学生は朝食無料＆新幹線プレートのご用意
③ 大切な日はホテルスタッフも一緒にお祝い！お誕生日シールや記念撮影のサービス
「街と、もてなす。」をブランドコンセプトに展開するロイヤルパークホテル「ザ シリーズ」。今回は、開業特別プラ
ンとして、梅小路
梅小路エリアを
梅小路エリアを遊
エリアを遊び尽くす、
くす、京都鉄道博物館入館券＆
京都鉄道博物館入館券＆京都水族館入場券付宿泊プラン
京都水族館入場券付宿泊プランをご
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をご用意いた
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しました。
「ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路」はファミリーやグループのお客さまに、京都の中でも新たな魅力がた
くさん詰まった梅小路エリアを安心して楽しんでいただきながら、ホテルでは癒しとくつろぎをご提供するホテルを
目指してまいります。
本件に関するお問合せ先
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ
セールス＆マーケティング部 TEL：03-3211-6186 FAX：03-5223-8671
URL：https://www.the-royalpark.jp/the/kyotoumekoji/

１． 寺社仏閣だけでない
寺社仏閣だけでない、
だけでない、新しい京都
しい京都の
京都の魅力が
魅力が詰まった梅小路
まった梅小路エリアの
梅小路エリアの中心
エリアの中心に
中心に位置する
位置する好立地
する好立地
JR京都駅から嵯峨野線で1駅、2019年開設「梅小路京都西」駅から徒歩約１分の場所にある当ホテルは、鉄
道博物館や京都水族館、梅小路公園など、小さなお子さまをはじめ、様々な年代の方が楽しめるエンターテイン
メント施設が充実、寺社仏閣だけではない新しい京都の魅力が詰まった新スポットとして人気を博す梅小路エリア
の中心に位置しています。
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客室デザイン
当ホテルの前では、大型バスにて乗り降りが可能、また、広々とした車寄せもあるためタクシー移動にも至便で、
団体でのご旅行におすすめです。1階のロビーは小さなお子さま連れのファミリーやグループのお客さまをお迎え
するのに相応しい広々とした空間となっております。その他、約100名までご利用可能な宴会場や、旅の疲れを
癒す宿泊者専用の大浴場等、ご友人やご家族同士が仲を深めるのにぴったりの共用部が充実しています。

車寄せ

ロビー

宴会場

大浴場

客室は約3割が最大3名様までご宿泊可能となって
おります。デザインは縦格子や障子などの「和」を感じ
させる要素を現代的な解釈でインテリアに取り入れな
がら、隣接する「梅小路公園」から着想を得た、梅の
枝をデザインした特注カーペットや梅の花をモチーフと
したアート作品によりブランドコンセプトである「街と、も
てなす。」を表現しました。
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３． パパママホテルスタッフ考案
パパママホテルスタッフ考案！
考案！お子さま連
さま連れファミリーに嬉
れファミリーに嬉しい各種
しい各種サービス
各種サービス
当ホテルの周辺はお子さま連れのご家族が楽しめる環境が充実しています。当ホテルでは、お子さま連れのご
家族に安心して思いっきりこのエリアを、そしてこのホテルを楽しんでいただきたい、という想いから、パパママホテ
ルスタッフを中心に、お子さまに嬉しいサービスを考えました。
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お子さま連れのご旅行は何かとお荷物が多いもの。当ホテルではお客さまが「しまった！忘れ物・・・」というときに
少しでもお役に立てるよう、以下の貸出備品やアメニティをご準備しております。また、近隣スポットには広大な敷
地を持つ梅小路公園があります。屋外で遊べる貸出備品もご用意しておりますので、アクティブにご旅行を楽しん
でください。
■貸出備品（一例）
・館内用：ベビーソープ、シャンプーハット、おむつ用ごみ箱、調乳ポット、補助便座、色鉛筆等
・屋外用：バドミントンラケット、縄跳び等
■アメニティ等（一例）
・おむつ、子ども用歯ブラシ、スリッパ、パジャマ、ぬり絵等
② 朝食付きがおすすめ
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ホテル1階にあるレストラン「梅ごろも」では、「新しい物語は美味しい朝食から」をコンセプトに、京都の歴史と進
化を体感する、朝食ブッフェをご用意しております。京都を感じる「おばんざい」はもちろん、湯葉と豆乳を使用した
汁物、色とりどりの野菜を使用したメニューや、しば漬けを挟んだプレストースト等、朝から食欲をそそるメニューが
盛りだくさん。また、朝食付きプランでご予約の場合、小学生までの添い寝のお子さまには朝食を無料でご提供。
さらにご希望に応じて新幹線プレートにてご朝食を提供いたします。ご家族の一日の元気なはじまりに、お子さまも
楽しくなること間違いありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、手袋・マスクの着用をお願いしております。

レストラン「梅ごろも」

朝食ブッフェ（イメージ）

しば漬けを挟んだプレストースト
新幹線プレート（イメージ）
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記念撮影のサービス
お子さまのお誕生日や特別な日はご家族にとっても大切な日。
そんな大切な日をホテルスタッフも一緒にお祝いしたい、という
想いから、お誕生日のお子さまにはホテルオリジナルのシール
をお渡しいたします。シールを付けたお子さまにはちょっとしたサ
プライズがありますのでお楽しみに。また、大切な日の思い出を
形に残してお持ち帰りいただけるよう、お写真を撮影しフォトフレ
ームに入れてお渡しいたします。

また、当ホテルでは開業期間の特別企画として、2つのコンテンツをご用意しております。
【ウェルカム R-1 のご提供
のご提供】
提供】
体調管理への意識が高まっている昨今、元気に健やかにアクティブな旅行を楽しんでい
ただきたい、という想いから、開業期間限定で「強さひきだす乳酸菌」というフレーズでおな
じみの「明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ（112ml）」をご宿泊のお客さま限定でご提
供いたします。「お客さまの毎日の体調管理に貢献したい」という商品コンセプトに共感し、
今回のご提供に至りました。
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「京都鉄道博物館」
京都鉄道博物館」入館券付宿泊プラン
入館券付宿泊プラン
ホテルから徒歩約2分に位置する「京都鉄道博物館」の入館券付の宿泊プランです。

予約開始：2021年3月1日（月）
宿泊期間：2021年3月12日（金）～6月30日(水)
料

金：1室2名様ご利用時／1室あたり
スタンダードツイン（23.7㎡～） 9,000円～
(消費税・サービス料・京都府宿泊税込)

※ご朝食はついておりません。
※料金はお日にちにより変動いたします。
※上記以外のお部屋タイプもございます。

プラン料金に含まれるもの：
「京都鉄道博物館」入館券（宿泊人数分）
京都鉄道博物館 館内(イメージ)

※詳細はホームページでご確認ください。
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【京都鉄道博物館について】
SLから新幹線まで、日本の近代化を牽引した53両を展示。重要文化財の扇形車庫にずらりと並ぶSLは圧巻。
“見る、さわる、体験する”博物館で子供から大人までお楽しみいただけます。

「京都水族館」
京都水族館」入場券付宿泊プラン
券付宿泊プラン
ホテルから徒歩約7分に位置する「京都水族館」の入場券付の宿泊プランです。

予約開始：2021年3月1日（月）
宿泊期間：2021年3月12日（金）～6月30日(水)
料

金：1室2名様ご利用時／1室あたり
スタンダードツイン（23.7㎡～） 10,400円～
(消費税・サービス料・京都府宿泊税込)

※ご朝食はついておりません。
※料金はお日にちにより変動いたします。
※上記以外のお部屋タイプもございます。

プラン料金に含まれるもの：
「京都水族館」入場券（宿泊人数分）
京都水族館 館内(イメージ)

※詳細はホームページでご確認ください。
【京都水族館について】
京都の鴨川に生息するオオサンショウウオや、ペンギン、イルカなど川や海のいきものに出会える。また、2020
年7月にはクラゲの新展示エリアがオープン。ご家族や友人と楽しいひと時をお過ごしください。

◆施設概要
・所 在 地： 京都府京都市下京区観喜寺町 9-3
・構

造： 鉄骨造

・規

模： 地上 6 階建

・延床面積： 11,070 ㎡ （3,348 坪）
・客 室 数： 246 室
・付帯施設： 1 階レストラン、宴会場、大浴場
・事 業 主： 三菱地所株式会社

JR 嵯峨野線「梅小路京都西」駅より徒歩約 1 分

◆「街と、もてなす。」
もてなす。」を
。」を表現した
表現した、
した、ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路の
京都梅小路のイメージ動画公開中
イメージ動画公開中
「京都鉄道博物館」や「京都水族館」、「梅小路公園」などが点在する、京都梅小路エリアの魅力をお伝えする、
ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路のイメージ動画を作成いたしました。下記より、ぜひご覧ください。
URL：https://www.the-royalpark.jp/the/kyotoumekoji/

◆ロイヤルパークホテルズの衛生
ロイヤルパークホテルズの衛生に
衛生に関する取
する取り組み
ロイヤルパークホテルズでは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、アルコール
消毒の徹底や接客時のマスク着用など、様々な対応を行っております。詳細は当社ホームページをご確認くだ
さい。（https://www.royalparkhotels.co.jp/COVID-19.html）尚、動画でも取り組みのご紹介をしております。
（https://youtu.be/a-N6wfl4vhc）
ニューノーマル社会における新たなホテルの在り方を追求し、当社グループの企業理念である「安心」「安
全」「快適」にお過ごしいただけるホテルを目指してまいりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上
げます。
◆ロイヤルパークホテルズ ホテル一覧
ホテル一覧
ロイヤルパークホテルズは、フルサービス型ホテル及びプレミアム宿泊主体型ホテル「THE シリーズ」を国内
14 か所にて展開しております。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を行ってまいり
ます。
名称
フルサービス

型

アイコニック

ロイヤルパーク

宿泊主体型 THE シリーズ

キャンバス

客室数

開業時期

仙台ロイヤルパークホテル

110 室

1995 年

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）

419 室

1989 年

横浜ロイヤルパークホテル

603 室

1993 年

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留

490 室

2003 年

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋

352 室

2020 年

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都

約 130 室

2022 年春（予定）

名古屋栄ホテル計画

約 250 室

2024 年度（予定）

ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田

313 室

2014 年

ザ ロイヤルパークホテル 京都三条

172 室

2011 年

ザ ロイヤルパークホテル 京都四条

127 室

2018 年

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド

127 室

2018 年

ザ ロイヤルパークホテル 福岡

174 室

2011 年

ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路

246 室

2021 年 3 月 12 日

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座８

121 室

2019 年

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋

153 室

2013 年

ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜

238 室

2019 年

ザ ロイヤルパーク キャンバス

神⼾三宮

170 室

2021 年 1 月 21 日

ザ ロイヤルパーク キャンバス

京都二条

180 室

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園
銀座 6 丁目ホテル計画

2021 年 6 月 6 日（予定）

約 130 室

2021 年秋（予定）

約 160 室

2022 年秋（予定）

記載の情報は 2021 年 3 月 1 日現在のものです。

