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2022 年 4 月 8 日
フォションホテル京都

＜フォションホテル京都で “おかあさん、おとうさんへありがとう”を＞
「母の日ケーキ~Merci Maman！~」4 月 26 日（火）より予約スタート
お部屋で母の日を過ごす「母の日ステイプラン」も 2 種ご用意！
～ピンクのカーネーションとともに贈る「ありがとう。
」～

「父の日ケーキ~Merci Papa！~」は 6 月 8 日（火）より予約開始
日本初パリに 次いで世界 2 軒目となるフランス発祥フォションブランドのホテル フォションホテル京都」
（所在地
京都市下京区 総支配人 大石博史）は、ホテル 1 階 ペストにー＆ブティック フォション」 て、4 月 26 日（火）よ
り、フォションホテル京都オにジナル 母の日ケーキ~Merci Maman！~」の予約受付を開始、4 月 29 日より販売をス
タートいたします。さら ＜母の日ケーキ付プラン＞ ＜スリトにートメント＆限定ビューティーオイル付プラン＞と
フォションパステイで感謝を贈る、母の日ステイプラン 2 種も期間限定で販売。そして 父の日ケーキ~Merci Papa！
~」も、6 月 8 日（火）より予約受付をスタートいたします。

ピンク色が美しいホテルオにジナル 母の日ケーキ~Merci Maman！（メルシーパママン！）~」は、大と小 2 種ご
用意。お家で感謝の気持ちを贈りたい方 おすすめです。そして、母の日限定ステイプランも登場。大好きなお母さ
ん “ビューティー＆にラックスパステイ”を贈るフォションスリでのトにートメント付きプラン 、お母さんとお部屋
で“スイーツ女子会気分”で感謝を贈る、母の日ケーキ付プランをご用意。フォションピンクとリに、そして美食あふれ
るグルメホテル フォションホテル京都」ならではの母の日のご提案です。もちろん！お父さん もフォショングル
メのプレゼントをご用意。フォションらしく、かっこよくてセクシーな 父の日ケーキ~Merci Papa！~」もございま
す。大切な人を思う時、一緒 過ごすひとときは、ぜひフォションホテル京都で。

母の日ケーキ~Merci Maman~」＆ 父の日ケーキ~Merci Papa~」
母の日ケーキ~Merci Maman~」

ホワイトチョコレートのムースで、イチゴの果肉が入ったライムとラズベにーのジュレを包み、フランボワーズ風味の
シャンティガナッシュと、カーネーションのエディブルフラワーをトッピングしたピンク色のケーキです。ビスキュイか
ら香るローズの香りも魅力的。さら

、ホールサイズ（写真左）限定でトッピング

ションをプラス！スイートで美味しい花が咲き誇る、フォションホテル京都限定

、ルビーチョコレート製のカーネー
母の日ケーキ」で、大切なおかあさん

へ愛を込めて ありがとう。Merci Maman！」を届けてみませんか。

父の日ケーキ~Merci Papa~」

いつも優しいお父さんへ。思わず贈りたくなる、かっこよくてセクシーなケーキはいかがでしょう。ウイスキー風味の
ビスキュイ

ライムとイチゴとラズベにーのジュレを重ね、ビターチョコレートのムースで包みチョコレートで艶やか

コードティング。そして、チョコレートのカーネーションとシャンティガナッシュを飾って完成。ホールサイズ（写真
左）のケーキはエディブルフラワーを飾って、さら ドレスアップ！シックで大人味のフォションホテル京都特製
日ケーキ」とご一緒
■

父の

、心をこめて、たくさんの ありがとう。Merci Papa！」を。

母の日ケーキ~Merci Maman~」＆

父の日ケーキ~Merci Papa~」概要

【母の日ケーキ~Merci Maman~】
パ料金

ホールサイズ（幅 13cm）／5,500 円

プティサイズ／780 円

※料金はすべて税込み

パ販売期間 2022 年 4 月 29 日(金)～5 月 8 日(日) ※ホールサイズパプティサイズとも

3 日前まで

要予約

パご予約期間 2022 年 4 月 26 日（火）～5 月 5 日（木）
【父の日ケーキ~Merci Papa~】
パ料金

ホールサイズ（幅 13cm）／5,500 円

プティサイズ／780 円

※料金はすべて税込み

パ販売期間 2022 年 6 月 11 日(金)～6 月 19 日(日) ※ホールサイズパプティサイズとも

3 日前まで 要予約

パご予約期間 2022 年 6 月 8 日（火）～6 月 16 日（木）
***************************************************************************************************************
＜ご予約方法＞▶電話: 075-751-7711（フォションホテル京都代表／10

00～18

00）

▶インターネット予約はこちら https://hotelfauchonkyoto.com/
＜販売場所パ時間＞ホテル１F

ペストにー＆ブティック フォション」／10

00～18

00

その他、 ペストにー＆ブティック フォション」 は、大切な方への贈り物 ぴったりの
アイテムを取り揃えております。
【母の日おすすめのアイテム】
パフランスから直輸入

フォション マカロン」全 14 種

マカロン（1 個） 350 円
マカロン BOX
パ紅茶

1,836 円～

AFTERNOON IN PARIS TEA」1 缶

2,592 円

パフォションホテル京都限定フレーバーティー
ONE NIGHT IN KYOTO」1 缶
パFAUCHON ジャム

2,592 円

1,620 円～

パフォション ロゼ シャンリン
ハーフボトル（375 ㎖） 5,170 円
フルボトル（750 ㎖） 9,130 円

など他、多数ございます。

※オにジナルのギフトボックスやリッケージもご用意しております。

Pâtisserie & Boutique FAUCHON / ペストにー＆ブティック フォション 概要
ご滞在ゲスト以外でも気軽

立ち寄っていただける、フォション

ピンクのファサードが印象的なペストにーブティック

Pâtisserie

& Boutique FAUCHON（ペストにー＆ブティック フォション）
」
。
フォションの顔ともいうべきスイーツやペストにーが、まるで宝石
のよう

ショーケース 並びます。フランスから取り寄せた商品を

購入できるほか、日本ではここでしか購入できない、リに直輸入の
フォションマカロンや紅茶も取り揃えます。大切な方へのプレゼン
トや自分へのご褒美、ちょっとしたお持たせなど

おすすめです。

＜営業時間＞10:00～18:00
＜商品一例＞
パマカロン BOX

￥1,836（税込）～

パ紅茶 フォションブレンド」1 缶 ¥2,592（税込）
など多数ご用意

Pâtisserie & Boutique FAUCHON」/店内

ルームイメージ

【母の日ステイプラン①】
スリトにートメントとフォションビューティーオイルのプレゼント付プラン
フォションホテル京都でのステイと、フォションブランドとして世界初のスリ
スリトにートメントがセット
イル

ル スリ フォション」での

なった宿泊プラン。母の日プラン限定でフォションホテル京都限定のボディオ

フォション シグネチャー ビューティー オイル」フルボトルのプレゼント付！〝心も体もハッピー

なるようなひととき“を、お母さん

プレゼントしてみてはいかがでしょう。

フォション シグネチャー ビューティー オイル」

【ご予約期間】2022 年 5 月１日（日）～ 5 月 14 日（木）＜1 日 1 室 2 名様限定＞
【プラン内容】
① FAUCHON x KOS PARIS シグネチャー ボディトにートメント(60 分）
② フォション シグネチャー ビューティー オイル（フルボトル 1 本）
③ 翌朝のご朝食『フォションブレックファスト』付
プラン詳細 URL https://go-hotelfauchonkyoto.reservation.jp/ja/rooms/10010729
【スリトにートメント詳細】
FAUCHON × KOS PARIS シグネチャーボディトにートメント ライト」60 分／フットバス付
リに発のスキンケアブランド KOS Paris 監修
トメント。オにジナルの

よる、世界初のルスリフォションでしか体験できないトにー

フォション シグネチャー ビューティー オイル」を使用。スイーツを思わせる甘

さと、森林 やさしく包まれるような繊細な香り
使したトにートメントで、心身

包まれて、指圧や流れるようなマッサージテクニックを駆

解放感と深いにラクゼーションをご体感ください。

※スリでの施術時間は 16:00～20:00 の間でのご用意となります。ご予約時
※スリスタッフがお部屋までお迎え

伺い、スリまでご案内いたしします。

※スリトにートメントはご予約人数分が含まれます。
※ボディオイルは１滞在（1 部屋）

つき、１本のお渡しとなります。

お決めいただきます。

■フォション シグネチャー ビューティー オイル詳細
世界初のフォションブランドのスリのため
ォションオにジナル

開発した、ルパスリ フ

フォション シグネチャー ビューティー オ

イル」。森林浴の癒し効果の他、フランス風ティースタイル サロンパ
ドパテ」から発想を得て開発。
希少で上質な自然由来成分を使用し、お肌 安らぎと栄養を与える
高品質のオイルは、日本初上陸のフランスのプレミアムスキンケア
ブランド KOS PARIS 協力のもと誕生しました。トップノートはサ
ンダルウッド（白檀）などの瞑想的な香りを感じ、ラストノート
は洗練された甘く優雅な香りで優しく包み込みます。

【母の日ステイプラン②】
特製ケーキとカーネーションのプレゼント付プラン
フォションピンクの世界観

包まれるお部屋の中で、ピンク色が美しい、フォションホテル京都特製

日ケーキ~Merci Maman~」をお母さんと一緒
ケーキと一緒

楽しみながら、感謝の時間を過ごしてみてはいかがでしょう。

カーネーションもご用意いたします。 ありがとう」の気持ちを、スイーツ

込めて。お母さ

んとお部屋でみずいらず、スイーツ女子会気分の母の日を。フォションホテル京都からのご提案です。

【ご予約期間】2022 年 4 月 29 日（金）～ 5 月 8 日（日）
【プラン内容】
①

母の

母の日ケーキ~Merci Maman~」【幅 13cm】
（ご在室中のご希望のタイミングでお部屋へお届けいたします。）

② 翌朝のご朝食『フォションブレックファスト』付
③ “ありがとう”の心を込めた、カーネーション
プラン詳細 URL https://go-hotelfauchonkyoto.reservation.jp/ja/rooms/10010729

各宿泊プラン共通のご宿泊特典、朝食の概要
【ご宿泊特典】
①フォションスイーツが入ったシャンリンピンクのクローゼット！
グルメバー」
お部屋の中のシャンリンピンクのクローゼットの中
自由

は、ご滞在中、

召し上がれるフォションのスイーツが入っています。その他、

紅茶やコーヒーなどもご用意。お持ち帰りも可能。
※ジュースパアルコール類（ミニバー）は有料。

②ウェルカムスイーツ
チェックインは 10 階のレセプションでフォション自慢のマカロンと
紅茶でにラックスしながらお手続きを。

③ホテル公式ホームページ又は直接予約のご予約限定特典
マカロン BOX（６個入り）をプレゼント！
※マカロン BOX の引換え券をチェックイン時
※ホテル１階のペストにー＆ブティック

お渡しいたします。

て引換え（10:00-18:00)

※１滞在あたり１枚のお渡しとなります。
※プレゼント期間は限定 BOX が無くなり次第終了となります。

■ご朝食

フォション ブレックファスト」
リに直輸入のマカロンや、京都産のお野菜を使っ
たサラダ、お好みの玉子料理も京都産の卵でお作
りいたします。リン＆ペストにーはフォションジ
ャムやフォションの紅茶、フランス産チーズなど
とご一緒

。

※少し遅めのお目覚めでも、ゆっくり朝食をお楽
しみいただけるよう

、朝食は午前 11 時まで営

業いたします。
（ラストオーダー午前 10 時 30 分）

Restaurant Grand Café FAUCHON ／レストラン グラン カフェ フォション」概要
ホテル最上階

位置する

レストラン グラン カフェ フォショ

ン」フランスと京都のガストロノミーと、洗練のライフスタイル
を肌で感じられる時間と場所をご提供します。ホテルのコンセプ
ト

FAUCHON Meets Kyoto. Feel Paris.」を食で表現したメニュ

ーをご用意。グルメホテルの名

ふさわしい美食のひとときをお

楽しみください。

パ営業時間 ランチタイム／11:30～15:00(L.O.14:30)
ディナータイム／17:00～22:00(L.O.21:00)
※営業時間は変更となる場合がございます

パ席数 52 席
パ価格 ランチコース／¥5,500～、ディナーコース／¥10,000～
※すべて税金パサービス料込

Restaurant Grand Café FAUCHON」/ 店内」

ルームイメージ

Le Spa FAUCHON／ルパスリ フォション」概要

フォションブランドとして世界初出店のスリ
FAUCHON」
。日本とリにの美のスペシャにスト

Le Spa

よる最高峰のス

リでは、ボディ、フェイシャル、スクラブなどの施術メニューは
もちろん、様々なこだわりを通し、 FAUCHON Meets Kyoto. Feel
Paris.」のイメージを体感いただけます。

パ営業時間 11:00～22:00(（最終受付

19

パ部屋、ベッド数

シングルルーム

全 3 室 / 3 ベッド

00）)

パ価格
【シグネチャーボディトにートメント】
パショートコース 60 分
パロングコース 90 分

￥20,570 ～
￥26,620～ ※すべて税金パサービス料込

Le Spa FAUCHON / 店内」

ルームイメージ

フォションホテル京都 施設概要
◎アクセス

京阪本線

◎構

地上 10 階（内ホテル 1 階～10 階）

造

清水五条駅」徒歩 6 分

1階

ペストにー＆ブティック

2階

ティーサロン

3階

スリ、客室

フォションホテル京都／外観」

ルームイメージ

4～9 階 : 客室
10 階

◎敷地面積/延床面積

レセプション、レストラン＆バー

約 799.39 ㎡/約 5,498.82 ㎡
（内ホテル 延床面積

◎施 設 構 成

約 5,498.82 ㎡）

客室 59 室、レストラン&バー、
ティーサロン、ブティック、スリ他

◎経

営

株式会社ホテル W マネジメント
所在地

東京都港区赤坂 1 丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 33 階

※ウェルスパマネジメント株式会社 100%出資子会社
◎開 業 日

2021 年 3 月 16 日

◎公式 HP

https://hotelfauchonkyoto.com/

フォションホテル京都 ついて
ウェルスパマネジメントグループが投資パ開発パ運営を⾏い、フォションパホスピタにティが日本初パ世界で 2 軒
目として開業したホテル

フォションホテル京都」。 FAUCHON Meets Kyoto. Feel Paris.」をホテル全体のコンセ

プトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテル

帰ると リにを味わえる」 フォションを味わえる」というまった

く新しい滞在を実現します。京都の街とリにの共通点をホテルのホスピタにティやデザイン

込めた、唯一無二の

ホテルです

フォション ついて
130 年の歴史を誇るフォションは、2006 年からオーナーファミにーが経営
カフェ、ブティックで、にュクスで時代

あたり、レストラン、ケータにング

即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインで

ある高級リティスにー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、
韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエールパエル
メ、クにストフパミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニクパアンセルなど、世界のリティスにー界を
けん引するシェフを多く輩出しています。
※フォション

ついての詳細はこちらをご覧ください

https://www.fauchon.com/en

フォションパホスピタにティ ついて
フォション ホスピタにティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実

推進することを目的

2018 年 設

立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタにティの経営陣は社長兼 CEO ジャック=オにヴィエパ
ショーヴァン、副社長サミーパヴィシェル、マーケティング担当 副社長エマニュエルパモルダック、ビジネスデベ
ロップメント担当ベルナールパランベールなどが就任しています。
※フォション ホスピタにティ

ついての詳細はこちらをご覧ください

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合
※営業時間等は予告なく変更

より変更

https://www.fauchonhotels.com/

なることがございます。

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。

※写真は全てイメージです。
※フォションホテル京都では従業員のマスク着⽤、定期的なアルコール消毒、ソーシャルディス
タンスの確保など新型コロナウイルス感染防⽌対策を⾏っています。

＜このににース 関するお問合せパご取材のお問合せ＞
フォションホテル京都 PR 事務局 （サニーサイドアップ内）
宇野 (携帯 080-4904-3022)、小俣
TEL

03-6894-3200

E‐mail

fauchon_hotel_pr@ssu.co.jp

