2021 年 6 月 2 日
NEWS RELEASE

リーガロイヤルホテル京都

祝 1000 組突破記念！
成功率 100％のプロポーズ聖地でレストランとシェフを貸し切り！
回転レストラン フレンチダイニング トップ オブ キョウト

360 度京の夜景貸し切り 二人だけのプロポーズプラン

「エポス モア エトワール」 販売
販売期間：2021 年 7 月 7 日（水）～3 月 30 日（水）※水曜日限定
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路 総支配人 藤井 友行）は、
最上階の回転展望レストラン「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」を完全貸し切
りで利用できる「エポス モア エトワール」
（お二人様 220,000 円※税金・サービス料を含
む）を 2021 年 7 月 7 日（水）から 3 月 30 日（水）まで販売します。
◆

「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」は、京都で唯一の回転展望レストラン。
360 度京都の景色を眺めながら、昼は開放的に、夜はロマンチックにフランス料理を愉し
めるフレンチレストランです。同レストランで、ホテルリニューアル後の 2016 年 11 月か
ら京都で No.1 のプロポーズの聖地を目指して販売を開始した「プロポーズプラン」は今ま
でのプロポーズ成功率が 100％、2020 年 12 月で利用実績が 1000 組を超え、一組一組の大
切な瞬間に寄り添ってきました。
その「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」では、利用実績 1000 組突破を記念
して、レストランのある最上階 1 フロアを完全に貸し切り、シェフがお二人だけのために
料理を手掛ける「エポス モア エトワール」をご利用日の 3 週間前までの完全予約制で水
曜日限定にて販売します。
フランスで研鑽を積んだシェフ 倉員 直樹（くらかず なおき）が専属でお二人だけのス
ペシャルディナーを手掛けます。プロポーズの瞬間には、「永久（とわ）」を意味する 108
本の赤い薔薇の花束と、クロッシュから指輪がセットされた「ガラスの靴のリングピロー」
が現れるサプライズ演出を実施。360 度京都の夜景をバックにお二人だけの空間で、女性
にとってあこがれのシチュエーションを叶えます。
さらに、このプラン限定のオプションとして、プロポーズの瞬間をプロカメラマンによ
るムービー撮影や、プロポーズ直前にタキシードに着替えられる衣装一式の貸出もあり、
お二人のかけがえのない瞬間をカスタマイズできます。また、プロポーズ当日にご利用い
ただける宿泊の優待や当ホテルで結婚式をされる方にはブライダルのお得な特典も用意し
ています。販売開始日である 2021 年 7 月 7 日（水）は、
「七夕の日」
。ロマンチックなプロ
ポーズのご予約も可能です。
詳細については次頁の通りです。

360 度京都の夜景を眺めながら、ディナーを堪能できる「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」は、プロポーズに
ぴったりの空間（写真左イメージ）。プロポーズの演出は、お二人だけのためにスタッフがサポート。「ガラスの靴のリング
ピロー」に指輪をセットしてクロッシュサービスでサプライズ演出を行います。
（写真右イメージ）。

回転レストラン フレンチダイニング トップ オブ キョウト

360 度京の夜景貸し切り 二人だけのプロポーズプラン

「エポス モア エトワール」 販売 概要
【販売店舗】「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」
（14 階）
【期
間】2021 年 7 月 7 日（水）～3 月 30 日（水）
《水曜日限定販売》
【販売時間】ディナー 17：00～21：00（ラストオーダー19：00）
※ランチタイムにご希望の方は、要相談。
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。
【内
容】

「エポス モア エトワール」お二人様 220,000円
※ご利用日の3週間前までの完全予約制
※ご利用日の2週間前までに118,800円内金支払いが必要
（レストランにてお支払いまたはお振込み）
。
それ以降でのキャンセルの場合、返金できかねますので
予めご了承ください。残高は当日ご精算いただきます。

《プラン詳細》
・お二人だけのスペシャルディナー
・
「永久（とわ）」を意味する
108 本の赤い薔薇の花束
・ハーフボトルのシャンパーニュ

「エポス モア エトワール」イメージ

※ノンアルコールにも変更できます。

・アニバーサリーケーキ
※「Will you marry me?」のメッセージ付き

・ガラスの靴のリングピロー
※プロポーズの日付、お二人の名前を刻印し、
後日郵送でお届けいたします。

《特
典》
・レストランとシェフを完全貸し切り
・記念写真プレゼント
【オプション】※有料
「ガラスの靴のリングピロー」イメージ

プロカメラマンによるムービー撮影（198,000 円～）
プロポーズの瞬間を撮影し、後日お二人の思い出の
お写真と一緒に編集した動画を制作します。
※ご利用日の 2 週間前までの完全予約制

タキシード一式貸出（66,000 円～）
プロポーズの直前に個室でお着替えいただけます。
※セット内容：タキシード・シャツ・ネクタイ・靴
※ご利用日の 2 週間前までの完全予約制

【その他のプラン利用限定特典】
《プロポーズ当日のご宿泊特典》

《ブライダル特典》

ラグジュアリーツインを正規料金より50％OFF優待
■1 泊 1 室料金
平日・休日
通常 54,450 円→27,225 円
休前日
通常 64,130 円→32,065 円
特定日（※要問合せ）通常 82,280 円→41,140 円
※上記の宿泊料金は宿泊税別。
※除外日あり。要問合せ。
※満室時はご予約を承ることができない場合がござ
います。

当ホテルにて挙式・披露宴をご成約いただくと、
・挙式当日のスイートルームご宿泊
・乾杯用スパークリングワインを
シャンパーニュへグレードアップ 等
4つの素敵な特典をご用意。

※お客様の安心・安全を第一に、新型コロナウイルス感染対策を徹底し営業しています。
※写真はすべてイメージです。
※特に記載がない場合、宿泊料金以外の上記料金は全て税金・サービス料を含みます。

【ご予約後のスケジュール（7 月 7 日にプロポーズ実施の場合の一例）
】
6 月 15 日までにお電話にてご予約
6 月 21 日 下見ご来店・リハーサル ※2 回に分けてご来館も可
プロポーズの段取りや、事前のお料理お打ち合わせでアレルギーや苦手なメニューなどをお伺い
いたします。
〔オプション有の場合〕
・タキシードご試着
・カメラマンとのお打ち合わせ

7 月 7 日 プロポーズ当日
18:00 ご来館 ＜レストラン貸し切り＞
レストランとシェフを貸し切り、夜景を眺めながら 2 人きりで過ごす女性の夢を叶えるシ
チュエーション。

18:10

お二人だけのスペシャルディナー
まずはシャンパーニュで乾杯。シェフ倉員（くらかず）による季節の食材を使用したスペ
シャルディナーが思い出のひとときを彩ります。

20:00

プロポーズの瞬間
コース料理をご堪能いただいた後、
「永久（とわ）
」を意味する 108 本の赤い薔薇の花束を
そっと男性の元へご用意し、プロポーズをお手伝いいたします。
事前に男性よりお預かりした指輪は「Will you marry me?」の文言が刻印された「ガラス
の靴のリングピロー」にセットし、
「Will you marry me?」のメッセージを添えたアニバー
サリーケーキと一緒にクロッシュサービスでサプライズ演出を行います。

20:10

記念の写真撮影
プロポーズを終えられ、お二人だけのお時間をお楽しみいただいた後、スタッフが記念写
真を撮影。

■お客様お問い合わせ先■
フレンチダイニング トップ オブ キョウト 075-361-9221（直通）
＊＊＊本件に関する問い合わせ先＊＊＊
リーガロイヤルホテル京都 総支配人室 販売促進 片桐・藤原・近藤
〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
TEL：075‐361‐9149（直通）/ FAX：075‐361‐9150

