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Cocktail Stagionale
季節のカクテル

旬のフルーツをふんだんに使った、ラ・ロカンダの季節限定オリジナルカクテル。2月は、福岡県
のブランド苺「あまおう」を使ったカクテルをお楽しみください。とろっとした濃厚な甘みと程よい
酸味のバランスが魅力のあまおうを、シャンパーニュ"Ruinart"とあわせました。
※ノンアルコールスパークリングワインでのご用意もございます。

La Locanda is delighted to offer its original seasonal cocktail made with an 
abundance of fresh fruit. The special blend of February is made with Champagne 
"Ruinart" and Amao, Fukuoka's locally grown strawberries that offer the perfect 
balance of rich sweetness and flawless acidity.
※This cocktail is also available with non-alcoholic sparkling wine. 

‒ 2/28
ラ・ロカンダ　LA LOCANDA ご予約・お問い合わせ【レストラン予約】

TEL: 075-746-5522

●シャンパーニュカクテル　Champagne cocktail　   ￥2,900
●ノンアルコールカクテル　Non-alcoholic cocktail　￥2,300
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ご予約・お問い合わせ【レストラン予約】

TEL: 075-746-5522

Christian Tortu
Flower Arrangement Lesson

クリスチャン トルチュ フラワーアレンジメントレッスン

ザ・リッツ・カールトン京都の装花を監修している世界的
に著名なフラワーアーティスト、クリスチャン・トルチュの
フラワーアレンジメントレッスンをご体験いただけます。
その後、ザ・ロビーラウンジにて、ピエール・エルメ・パリ
のアフタヌーンティーをお楽しみください。2月のテーマ
はバレンタインデー。ルージュ（赤色）のバラを集めて、
心ときめくアレンジメントをつくりませんか。今回は、
クリスチャン・トルチュ氏がデザインした、ポルトガルの
テーブルウェアブランド「COSTA NOVA（コスタ・ノバ）」
のリーフをモチーフとした器と一緒にアレンジいただけ
るコースもご用意しております。

2/12　　
● 12:00 P.M. ～　Arrangement（90min）　地下2階宴会場 TAKANE　B2 Ballroom TAKANE　　
●  1 :30 P.M. ～　Afternoon tea（120min）　ザ・ロビーラウンジ　THE LOBBY LOUNGE　　
A：バスケットアレンジ　¥10,000　　B：バスケットアレンジ＋コスタ・ノバの器2枚付き　¥12,000
A:Basket arrangement course ¥10,000　　B:Basket arrangement course & 2 COSTA NOVA plates ¥12,000

※お申し込みの際にコースをお選びください。　Please let us know which course you would like to choose when making a reservation.
※お席は、相席となる場合がございます。　You may be asked to share a table with others.
※定員25名様とさせていただきます。　Maximum of 25 participants
※1週間前までの要予約　1 week advance reservation is required.
※花材は天候や気温などで変更になる場合がございますことご了承ください。　
　Selection of flowers may change due to weather and temperature condition.

The world-renowned flower artist, Christian Tortu, 
who supervises flower arrangement decorations at 
The Ritz-Carlton, Kyoto, will be offering special 
flower arrangement lessons, followed by a PIERRE 
HERMÉ PARIS’afternoon tea at The Lobby Lounge. 
One of the arrangement courses includes leaf-shaped 
plates from the Portuguese tableware maker COSTA 
NOVA, specially designed by Christian Torfu. The February 
theme is, naturally, Valentine's Day. Why don’t you create 
your own romantic arrangement using gorgeous red roses?

2/12
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Valentine's Day Collection 2020
バレンタインデーコレクション 2020

口の中でとろける、上質なショコラをアソートした「アソリュ
ティマン ド ショコラ（Assortiment de Chocolats）」。
日本初登場となる、コルシカ産ネピタ（ミント）風味ガナッシュ
がブラックチョコレートに包まれた「フローラ」や、新たな
装いになった代表作「イスパハン」を、パリを拠点に活動する
クリエーターのフロランス・バンベルジェによるポップな
限定ボックスでご用意いたします。

私たちの心を捉えて離さないピエール・エルメ・パリの
マカロンが、バレンタインに合わせて、ショコラフレーバー
中心のセットに。フロランス・バンベルジェによる、ポップな
ハートをあしらった色合い鮮やかな限定デザインボックス
は、バレンタインギフトにぴったりな商品です。

【アソリュティマン ド ショコラ　Assortiment de Chocolats】
● 5個入り　　 5 pieces
● 8個入り　　 8 pieces
● 14個入り　14 pieces

¥2,100
¥3,150
¥5,250

【マカロン　Macarons】
● 3個詰め合わせ　　  3 pieces
● 6個詰め合わせ　　  6 pieces
● 10個詰め合わせ　10 pieces
● 15個詰め合わせ　15 pieces

¥1,500
¥2,600
¥3,700
¥5,500

ご予約・お問い合わせ
【ピエール・エルメ・パリ ブティック】

TEL: 075-746-5522

‒ 2/14
11:00 A.M. ‒ 7:00P.M. （平日）　
10:00 A.M. ‒ 7:00P.M. （土・日・祝）
ピエール・エルメ・パリ ブティック　PIERRE HERMÉ PARIS BOUTIQUE
※上記のほかにもこの時期のみの限定商品を入荷予定です。
※Other gift packages will also be available during this period.

Assortiment de Chocolats is a selection of high 
quality chocolates that quite literally melt in your 
mouth. Featured items include Flora (debuting in 
Japan), Corsican Nepata ganache enveloped in 
dark chocolate and PIERRE HERMÉ PARIS’ signature 
item, Ispahan, in a new arrangement. The selection 
is lovingly packaged in a special gift box designed 
by Parisian creator Florence Bamberger.

For Valentine's Day, our all-time favorite PIERRE 
HERMÉ PARIS' macarons are now offered in a set 
featuring chocolate flavors. The gift-box packaging, 
designed by Florence Bamberger, adds an extra 
charm to the collection with its colorful pop-style 
heart design.    
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Crab Kaiseki Course
with Japanese Sake "Kokuryu" Tasting Set

黒龍テイスティングセット付蟹会席

日本海の冬の味覚「松葉ガニ」をふんだんに使った会席料理を、福井の銘酒”黒龍”
の4種（しずく、仁左衛門、石田屋、九頭竜)のテイスティングとセットでご用意いたし
ました。
※蟹会席のみのご用意もございます。

This Kaiseki course offers the famed Matsuba crab, an extravagant 
winter taste from the Sea of Japan, complemented by a sake tasting 
set from the exquisite Fukui brand Kokuryu. The set includes a 
combination of four labels: Shizuku, Nizaemon, Ishidaya and Kuzuryu.
※This course is also available without the sake tasting set.
 

‒ 2/29　　ランチ・ディナー　　会席 水暉　KAISEKI MIZUKI
¥33,000　または　¥43,000　　
（蟹会席のみ　¥28,000または¥38,000）
（Crab Kaiseki course without tasting set:  ￥28,000/￥38,000）
※蟹の仕入れがございますので、3日前までのご予約をお願いいたします。
※Please make a reservation at least three days in advance to allow 
　for the necessary procurement of crab.
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Teppanyaki Dining−Murasawa Beef
with California Wine

Kenzo Estate

美味の血統を選りすぐり、時間を惜しまず
育てられる稀少な超高級和牛、村沢牛。その
極上の味わいは、知る人ぞ知る幻の逸品と
讃えられています。3月15日（日）は、信州・
長野県特産  村沢牛”を使ったコースと
ともに、カリフォルニアの珠玉ワイン”ケンゾー
エステイト”をご堪能いただける1日限りの
イベントをお楽しみください。

Murasawa Beef from Shinshu (Nagano) 
is one of the finest and rarest brands 
of Japanese wagyu. The meat is the 
product of a long, careful breeding 
process of  l ivestock from select  
bloodlines, and its exquisite taste 
has been highly praised by culinary 
connoisseurs. This dining experience 
is  offered for  one night  only on 
March 15 (Sunday) with a course 
that features the Murasawa Beef, 
accompanied by fine Kenzo Estate 
wines from California.

3/15　　7：00 P.M. ～
水暉　MIZUKI　　¥31,620

ご予約・お問い合わせ【レストラン予約】

TEL: 075-746-5522

鉄板焼き“村沢牛”　　カリフォルニアワイン“ケンゾーエステイト” 3/15

“
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Okuizome Ceremony Course
（Baby’s First Meal）

お食い初め膳

赤ちゃんのお祝い事のひとつである、
生後百日または百二十日目に「初めて
の食べ物」を用意し、健やかな成長
と、「一生食べ物に困らないように」と
願う日本の伝統的な儀式、お食い初め。
水暉では大切なお子様の初めての
「食べる」をお手伝いいたします。

In Japan, traditionally on the 
100th or 120th day following 
the birth, families celebrate a 
baby’s first solid meal. At Mizuki, 
we will ensure that families 
will truly cherish this special 
occasion, with hopes and wishes 
for the baby’s healthy growth, 
good fortune and enjoyment of 
food throughout their lives.

ランチ・ディナー　　水暉　MIZUKI
¥6,000
※5日前までの要予約
※Reservations required 5 days 
　in advance.
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Finalist's Cocktail from
the Japan Round of  Bacardi Legacy

Cocktail Competition 2020
バカルディ レガシー カクテル コンペティション

「バカルディ レガシー カクテル コンペティション」
は、世界中のトップバーテンダー達が世代を超えて
受け継がれるカクテルを創造する場として、世界で最も
権威ある大会のひとつとなっています。ザ・バーでは、
「バカルディ レガシー カクテル コンペティション 2020 
日本大会」にてファイナリストに進出したヘッド
バーテンダー、浅野陽亮による、スペシャルカクテル
「ALIVIO（アリビオ）」をご堪能いただけます。また、2月1日
から2月29日まで販売した「ALIVIO」の売上金の一部
は、重要文化財を後世へつなぎ京都文化を守る活動
を支援するため、京都国立博物館文化財保護基金に
寄付いたします。

The Bacardi Legacy Cocktail Competition is 
one of the most recognized contests for top 
bartenders from around the world. It allows 
these maestros to compete with others to 
showcase their original cocktails, which 
have the potential to become established as 
true classics in the beverage industry. At The 
Bar ,  a  spec ia l  cockta i l  named Al iv io  i s  
offered by our head bartender,  Yosuke 
Asano, who is one of the finalists in the Japan 
round of this prestigious competit ion in 
2020.Part of the sales of this cocktail in February 
will be donated to the Kyoto National Museum 
Cultural Properties Preservation Fund, which 
supports activities for the preservation of 
important cultural assets for the future. 

2/1 ‒ 2/29　
5:00 P.M. ‒ 12:00 A.M. （L.O. 11:30P.M.）　
※金・土・祝前日 ‒ 1:00 A.M. （L.O. 12:30 A.M.）                                        
ザ・バー　THE BAR　　¥2,500

ご予約・お問い合わせ
【レストラン予約】 TEL: 075-746-5522



Kamogawa Nijo-Ohashi Hotori, 
Nakagyo-ku, Kyoto 604-0902

※表記料金は全て税金、サービス料15%が別途かかります。※全ての写真はイメージです。内容は時期により変更する場合がございます。　※ザ・リッツ・カールトン京都は国産米を使用しています。
＊All indicated prices are subject to consumption tax and 15% service charge.　＊Pictures may vary from actual items. Menus are subject to change without notice. 

The Ritz-Carlton, Kyoto  〒604-0902  京都市中京区鴨川二条大橋畔  Kamogawa Nijo-Ohashi Hotori, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0902  TEL: 075-746-5555  www.ritzcarlton.com/kyoto

ザ・リッツ・カールトン京都のFacebook、Instagramページでは、ホテルや京都の最新情報を素敵な写真とともに紹介しています。
お客様の京都の思い出や写真を #RCMemories #ritzcarltonkyoto #リッツカールトン京都とともにぜひご投稿ください。
FOLLOW US ON FACEBOOK AND INSTAGRAM TO CHECK OUT THE LATEST HOTEL’S NEWS, IMAGES AND FUN TIDBITS.
SHARE YOUR SPECIAL MEMORIES AND PHOTOS FROM KYOTO WITH #RCMemories #ritzcarltonkyoto.

CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA

Sweet Journey
スウィート ジャーニー

フランスパリ発、宝石由来のラグジュアリースパブランド
「GEMOLOGY」の商品を使用した、バレンタインデー・
ホワイトデーシーズン限定の贅沢なトリートメントをご用意
いたしました。ダイアモンドボディオイルで全身を
マッサージし、ティーリーフ＆カカオビーンズで背中を
パック。カカオの持つ成分がお肌をしっとり滑らかにし、
ハリと潤いを与えてくれます。トリートメントの前には、
京都東山「MYRA」のローズボンボンをウェルカムスイーツ
としてお楽しみください。優美な香りの中で心地よい幸福感
に包まれるスパジャーニーをぜひご体感ください。　

A limited edition spa treatment course using 
products containing gems from the luxury spa 
brand, Gemology of Paris. This unique opportunity 
will be offered at The Ritz-Carlton Spa in February 
and March only. The course includes a total 
body treatment using a diamond oil, and a tea 
leaf & cacao bean wrap for your back. This will 
enhance the moisture levels and smoothness 
of the skin. The treatment also includes the 
welcome amenity of Rose bonbon by "MYRA" 
in Higashiyama district, Kyoto. Don’t miss out on 
this unique collaboration and heavenly limited-period 
only experience.

2/1 ‒ 3/31
9:00 A.M. ‒ 8:00 P.M. （最終受付）　
ザ・リッツ・カールトン スパ　THE RITZ-CARLTON SPA　　
¥22,000　　90分　90 minutes

ご予約・お問い合わせ 【ザ・リッツ・カールトン  スパ】

TEL: 075-746-5554


