
報道関係者各位 

      2020年 9月 1日 

 

 

開業前「内覧会」のご案内 

 

 

拝啓 残暑の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、かねてより開業準備を進めてまいりました国内 6 軒目となるメルキュール京都ステーシ

ョンは、来る 9 月 16 日、グランドオープンの運びとなりました。開業に先立ちまして、以下

の日程で皆様をお招きし、館内をご覧頂きたくご案内申し上げます。 

なお、昨今のコロナ感染対策と致しまして、極端な密になり得ることを避けるべく、予めメ

ール、FAXまたはお電話にてご予定されるご人数、お時間帯のご連絡を頂けると幸いでござい

ます。  

ご多用の折、またこのような状況下の中、誠に恐縮ではございますが、当日の取材につきま

して格別のご高配を賜りますよう、謹んでご案内申しあげます。 

敬具 

 

メルキュール京都ステーション  

ホテル支配人 水野 俊平 

 

記 

 

  日時： 2020年 9月 11日 金曜日 

  10 : 00 ～ 17 : 00 

場所：メルキュール京都ステーション  

京都市下京区油小路町 288 

  

お問い合わせ先： メルキュール京都ステーション 

TEL： 075-343-5533 or HB4F4-RE1@accor.com 
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メルキュール京都ステーション
基本概要
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１．コンセプト

2020年9月16日（水）、フランス・パリを拠点とし、世界110ヶ国に5,000を超

えるホテルやレジデンスを展開する世界最大級のホスピタリティーグルー
プ、アコーがグループとして国内17軒目、メルキュールブランドとしては国
内6軒目となる「メルキュール京都ステーション」をグランドオープン！

ホテルのデザインコンセプトは、「平安京、貴族の遊び」。この土地がかつ
て平安京の敷地内であったことから想を得て、平安時代の貴族の遊びで
あった扇や琴、蹴毬、百人一首といったモチーフがデザインの随所に散り
ばめられています。ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間に、貴族たちが時
を忘れて遊びに耽った時代の華やかで雅な雰囲気に包まれるような、時
代を超えた旅をお楽しみいただけることでしょう。

「メルキュール京都ステーション」は、 JR京都駅より徒歩8分、地上10階、
地下1階建て、全225室のミッドスケールホテルです。794年から1000年以

上にわたり都が置かれたこの場所は、古くより日本の中心として栄えてき
ました。近隣には京都タワーや島原大門などの歴史的建造物も多く残存
し、世界遺産に認定された西本願寺や東寺にも徒歩圏内と、国内外のお
客様に歴史ある京都散策をお楽しみいただくのにぴったりの好立地です。
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２．ホテル基本概要

アクセス

電車：

JR京都駅中央口から徒歩8分

飛行機：

関西空港より特急はるかで京都駅まで75分

伊丹空港より空港リムジンバスで京都駅八条口まで50分
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ホテル名：

メルキュール京都ステーション

住所：

〒600-8231

京都市下京区油小路町288

(ホテル入口は油小路通り側に面しております。)



３．施設概要 / 客室

＜客室の基本宿泊料金 ご一泊一室料（消費税込・京都市宿泊税別途）＞
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フロア ルームタイプ ベッド 広さ 基本料金 ※ 部屋数

9 – 10
階

プリビレッジ
ルーム

1キングベッド 23㎡ 11,000円〜 30

2シングルベッド 23㎡ 12,000円〜 14

2シングルベッド
＆ソファベッド

30㎡ 14,000円〜 6

2 – 8 
階

スーペリア
ルーム

1キングベッド 23㎡ 9,000円〜 105

2シングルベッド 23㎡ 10,000円〜 49

2シングルベッド
＆ソファベッド

30㎡ 12,000円〜 21

※日によって異なります



イタリアンレストラン
「TRATTORIA M KYOTO (トラットリアエムキョウト)」

ロビーに隣接したライブキッチン形式のビストロレストラン＆バー。

平安貴族の遊びをコンセプトに、ホテルレストランならではのラグジュア
リーな空間を設計した店内で、種類豊富なピザや京都らしさが詰まったア
ラカルトメニューをはじめ、シェフのアイデアあふれる多彩な料理をご用意
いたします。

３．施設概要 / レストラン
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6:30〜10:30 (L/O 9:45)

11:30〜14:30 (L/O14:00)

17:30〜22:00 (L/O21:30)

営業時間

朝食：

昼食：

ディナー：

席数

120席



４．館内ARTのご案内 / ロビー

6

「平安京、
貴族の遊び」

メルキュール京都ステー
ションでは、平安時代の京
都の貴族の暮らしをイメー
ジした現代的な空間に

「平安京、貴族の遊び」を
テーマとしたアートワークを
展開しています。

ロビーのコンセプト…「蹴鞠」

蹴鞠とは平安時代に流行した球技の一つで、鹿皮製の鞠を一定の高さで
蹴り続け、その回数を競う競技です。
ゲストをお迎えする1Fロビーの天井とチェックインカウンターのドームは
折り紙で鞠を作る際のパーツを京都の手漉き和紙で表現しています。



４．館内ARTのご案内 / ロビー
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鞠をモチーフとした650個ものガラスボールは、

ロビーのブラインドウォールと、訪れたゲスト
を一番最初にお迎えするエントランス正面、メ
ルキュールホテルのブランドマークの装飾に
使われています。

ガラスボールのカラフ
ルな色合いは平安時代
当時の着物の色で、

大小様々にひとつずつ
職人の手作業で作られ
ており、それぞれ違った
模様をお楽しみいただ
けます。



４．館内ARTのご案内 / ロビー
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1F ロビー奥のエレベーターホールには

平安貴族が身にまとう雅な着物を連想する巻
物(①)や、平安時代の末期が起源といわれる
盆栽(②)、京都の風景に「和柄」の刺繍を施し
たアートワーク(③)を展開しています。

刺繍のアートワークの写真には左から「嵐山
の竹林」、「西本願寺」、「伏見稲荷大社の千
本鳥居」の写真が使われています。

世界文化遺産に登録されている西本願寺は
メルキュール京都ステーションから徒歩3分。
ここ京都の方々には“お西さん”の愛称で
親しまれています。

③

①

②



４．館内ARTのご案内 / ラウンジ
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ラウンジのコンセプト…「雅楽」

雅楽とは日本の古典音楽の一つで、平安時代には貴族の間では儀式や
法要と関係なく私的な演奏会が催されるようになっていました。
B1F ラウンジではこの雅楽のコンセプトのもと、「雅楽楽器のオブジェ」、

「平安モチーフ」、「玩具」、「装飾用文学書」、「装飾用和綴じ本」、「読む
本」の6つのテーマを融合し、心に残る魅力的なライブラリー空間を演出

しています。また、「読む本」は日本の伝統や文化、現代美術、日本のア
ニメ本と多種多様取り揃えております。

ラウンジ奥のスペースは
必要に応じて個室にでき、
テーブルを移動させると
ステージとしてもご利用いただけます。



４．館内ARTのご案内 / 客室
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2F〜8Fスーペリアフロアのコンセプト…「投扇興」

投扇興とは、霧箱の台にたてられた「蝶」と呼ばれる
的に向かって扇を投げ、その扇・蝶・枕によって作ら
れる形を、源氏物語や百人一首になぞられた点式
によって採点し、その特典を競う日本の伝統的な対
戦遊びの一種です。

スーペリアフロアでは客室内のヘッドボードや壁掛
けのアートワークに扇モチーフを取り込んでおり、こ
のフロアの絨毯の柄は扇で煽ぐ際の動きを表現し
ています。

その他にもかんざしのイメージの照明器具、雪見障子を
イメージした壁のデザインなど、和を感じていただける造
りとなっています。（全客室共通）



４．館内ARTのご案内 / 客室
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9F・10Fプリビレッジフロアのコンセプト…「こま遊び」

京都のこまは“京こま”と呼ばれ、

宮中の女性たちが竹などの芯に着物の端切れなどを巻き付
けて作ったお座敷こまがはじまりと言われています。

プリビレッジフロアの絨毯の柄はこまが回る動きを表現して
おり、客室内のヘッドボードや壁掛けのアートワークにもこま
のモチーフを取り込んでいます。

①

②

また、プリビレッジフロアは
廊下にもアートを設えており、
突き当りには京都の窓を(①)、

フロア壁面には墨流しと百人一首
をテーマにした「重ね」と「折り」の
アートワーク(②)を展開しており、
どちらも背面には京都の景色が
潜んでいます。



４．館内ARTのご案内 / 客室
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ヨーロッパならではのモダンさと、
“平安京、貴族の遊び”をコンセプトとした
京都らしいデザイン、選び抜かれた
オーダーメイド家具で、ゲストの皆様に
「心躍るような京都」の滞在を提供します。

ご滞在時におすすめの観光スポット

京都水族館
梅小路公園
京都タワー
東寺

… 徒歩9分
… 徒歩9分
… 徒歩7分
… 徒歩15分

フロントにて手作りの地図をご用意しています。



４．館内ARTのご案内 / レストラン
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イタリアンレストラン TRATTORIA M KYOTOでは、
貴族が優雅且つ豪華絢爛に宴を楽しむ様子を
遊び心感じられる演出で表現しています。

レストランのコンセプト…「曲水の宴」

曲水の宴とは、水の流れる庭園などでその
流れのふちに出席者が座り、流れてくる盃
が自分の前を通り過ぎるまでに詩歌を読み、
盃の酒を飲んで次へ流し、別堂でその詩歌
を披講するという行事のことで、平安時代

には宮廷や貴族の邸宅でも行われていたと
いわれています。
近隣では城南宮にて
年2回（4月・11月）
再現されています。

①

③

④
④



４．館内ARTのご案内 / レストラン
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レストラン壁一面のタペストリー(①)は

当時の絵巻や地図、百人一首から構想
を得て一から作成し、天井には手漉き和
紙(②)を利用した照明、飾り棚には平安

時代に起源があるとされる盆栽や和綴じ
本などと共に、イタリアンレストランならで
はのインテリアも設えております。(③)

大きなアートワークとしては、平安貴族が
川に墨を流してその模様の変化を楽しん
だとされる墨流しのアート(④)、バーエリ

ア壁面には山中のコケの美しさや静けさ、
清々しさを表現したアート(⑤)があります。

②

TRATTORIA M KYOTOでは、京都ならでは

の食材をふんだんに使い、地産地消に取
り組んでいます。
たくさんのアートに囲まれた店内で、
優雅に美酒佳肴をお楽しみ下さい。

⑤



5．ホテル支配人のご紹介

メルキュール京都ステーション ホテル支配人
水野 俊平 （みずの しゅんぺい）

2004年日本大学卒業後、ANA万座ビーチホテル＆リゾートホテル入社。
オペレーションからキャリアをスタートする。

その後、マニラ、ホーチミン、ハノイの海外ホテルでセールスとして研鑽
を積む。 2012年にアコー入社以来、メルキュール沖縄那覇、
メルキュール札幌を経て、2019年にイビススタイルズ東京ベイのホテル
支配人に就任。
2020年1月、同ホテル開業よりホテル支配人に就任。
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6．メルキュールブランドとは

メルキュールは、世界をリードするオーギュメンテッド・ホスピタリティグ
ループのアコーが展開するミッドスケールブランドです。

ブランドの揺るぎない品質への取り組みにより、世界中のすべてのメル
キュールで信頼できる一貫した高いサービス基準を保証し、各ホテルの
デザインはその土地の特徴と文化を反映しています。ビジネスやレジャー
の旅行者の日常を超えることで、メルキュールのチームメンバーは、情熱、
熱意、あたたかさで知られ、地元ならではの情報に精通し、歴史やその土
地のストーリーをお客様にご提供しています。

60ヶ国以上に810を超えるホテルを有するメルキュールは、市内中心部、
海、山などに位置しており、110ヶ国の5000のホテルとレジデンスで国際

的なネットワークの強みとその土地での真のおもてなし体験を組み合わ
せたユニークな体験を提供しています。
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7．ご予約

TEL：075-343-5533

FAX：075-343-5530

E-mail：HB4F4-RE1@accor.com

URL：www.mercure-kyoto-station.com  /  all.accor.com

8．報道関係からのお問い合わせ
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Facebookで、いいね！
アカウント名：Mercure Kyoto Station メルキュール京都ステーション

アカウント名：mercurekyotostation_official

ホテル支配人 水野俊平

TEL：075-343-5533

FAX：075-343-5530

E-mail：HB4F4-GM@accor.com


