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京都を代表する繁華街、四条河原町。
街の賑わいから脇に小路を入ると佇む、
和の趣も凛とした小粋なホテル。
J.S.バッハの調べに導かれ、古都の旅に出かけませんか。
A comfortable hotel with a Japanese flavor, favorably located in
Kyoto’s representative Shijo-Kawaramachi entertainment district on
a quiet side street away from the bustle of the main road.
Let yourself be taken on a journey through the ancient capital guided
by the melodies of J.S. Bach.

In Concert with...
ホテルグランバッハ。

この名は18世紀に活躍したJ.S.バッハに由来します。

バッハの音 楽は、厳 かで格 調 高く、そして心に

すっと入ってゆく自然な美しさがあります。私たち

Hotel Grand Bach.
The name is borrowed from J.S. Bach, the famous 18th
century musician, known for his majestic and dignified
compositions whose natural beauty pierces you to the

はそのバッハ音楽の持つ美しい調和を、ホテルと

core. Here, we are proud to adapt the beautiful harmonies

と洗練の設え。地域と四季を深く感じさせる心地

sooth the soul in a refined setting. A pleasantness that

る舞い。そうした心に響く出会いをご提供するこ

year. We stay a step ahead of our guests to anticipate your

して表現します。心身が癒される静謐な落ち着き

which comprise his music into our hotel. Peaceful calm to

の良さ。お客様の想いの一歩先をゆく心地良い振

allows you to deeply enjoy the locale and all seasons of the

とで、旅という特別な時間を、より豊かにするお手

伝いができればと思うのです。ホテルグランバッハ
「In Concert with...－心に響く出会い－」をお約
は、

束します。

desires and ensure you only the most pleasant of stays.
And by offering you our own inspirational encounters, we
hope to help make your special trip all the more special.
After all, here at Hotel Grand Bach we promise an
experience that’s “In Concert with… - Inspirational
Encounters –”

雅
MIYABI

Guest Rooms
客室｜３～10F

はんなりとした京の趣と快適さへのこだわりが、息の合った演奏のように響きあい、
訪れる人の心と身体を癒します。全120室の客室は、和の様式美と洋の機能美がハー
モニーを奏で、寛ぎを演出します。

粋
SUI

Subdued elegance of Kyoto and pursuit of comfort, resonating with each other like synchronized
music, soothe mind and body of visitors. All of our 120 guest rooms create relaxing atmosphere
in harmony of Japanese style beauty with Western functional beauty.
■

雅（みやび）

洋ツイン/ダブルルーム MIYABI - Twin/Double room

■

粋（すい）

洋デラックスツインルーム SUI - Deluxe twin room

■

京旅籠（きょうはたご） 和ツイン/ダブルルーム KYO HATAGO - Japanese Twin/Double room

全室禁煙
ユニバーサルルーム（バリアフリールーム）1室有

ボディシャワー
Body Shower

All rooms are non-smoking.
Wheelchair-accessible room is available (one room).

Suites

スイートルーム｜10F
ゆとりの空間を、優美な調度品と高貴な華やか
さが満たす3室のスイートルーム。

トップフロアからの街の景色も、特別感を
醸し出します。

Spacious three units of suites are filled with
graceful furnishings and noble opulence.
The view from the top floor also adds a special
touch to your stay.

ホテルグランバッハ京都セレクトは
「ミシュランガイド」
選出ホテルです。
（2015年～2018年）
Hotel Grand Bach Kyoto Select has been listed on the
Michelin Guide (from the year 2015 to 2018).

Large Bath Rooms
大浴場｜3F

ミストサウナまたはバイブラバスを備えた男女別の大浴場は、旅先でのリフレッシュ
に最適です。アメニティも充実。

Large baths separated for men and women, equipped with mist sauna or Jacuzzi as well as variety
of amenity goods, are perfect for refreshing yourself on a journey.

Amuse at night: Ochazuke service
夜のお愉しみ

お茶漬けサービス

お夜食に、京漬物をご自由にトッピングしていただく「一口茶漬け」をご宿泊のお客様
に無料でご提供しています。

Ochazuke, boiled rice soaked with tea with free topping of Kyoto’s traditional pickles, is provided
gratis to our guests as a late-night snack.
■

杜のバッハレストラン（２F）にて At Mori-no-Bach Restaurant, 2F

Mori-no-Bach Restaurant
杜（もり）のバッハレストラン｜2F

音楽にちなんだモチーフが空間を飾り、バロックの名曲が心地よく流れるレストラン。朝は
料理長こだわりの朝食を、夕方以降はセルフサービスでお飲み物をお楽しみいただけます。
和朝食

The restaurant is decorated with motifs associated with music and with pleasant sound of baroque
masterpieces. Enjoy a superb breakfast and self-service drinks after evening.

Japanese Breakfast

Chef’s Specialty Breakfast
ご朝食
テーマは“素敵な1日のはじまりを予感させる朝食”。

和食は重箱を開く楽しみとともに、洋食は優雅な気分に浸りながら。管理栄養士の監修
により栄養バランスやカロリーに配慮した、心も身体も喜ぶ内容です。

The theme is “breakfast to make you feel a good start of a wonderful day.”
Start your day with joy to open the box of Japanese cuisine, or indulgence in refine western
cuisine. Nutrition balance and calorie are well considered under the supervision of registered
dietitian, pleasing mind and body.

洋朝食
Western-style Breakfast

ロケーション & 近隣案内
●

通が交わる京都髄一の繁華街エリアにあり、観光にも

金閣寺
Kinkaku-ji Temple

立命館大学
Ritsumeikan Univ.

ビジネスにも至便の立地。祇園祭の熱気や賑わいも

嵯峨野・嵐山周辺

Hotel Grand Bach Kyoto Select is located in the heart of
Kyoto’s lively area, at the crossing of Shijo street and
Kawaramachi street, perfect for both sightseeing and business.
Enthusiasm and exciting crowd of Gion festival can just be seen
in front of the hotel.

Sagano, Arashiyama Area
40 min by bus
30 min by train

京都御所
Kyoto Gosho
二条城
Nijo-jo Castle
●

●

バス40分～
阪急電車30分弱

ホテルの目の前で繰り広げられます。

●

N

四条河原町
Shijo-Kawaramachi
●

●

錦市場
Nishiki Market

京都大学
Kyoto Univ.

平安神宮
Heian Jingu Shirine

銀閣寺・哲学の道周辺
バスで約30分

Kawaramachi St.

ホテルグランバッハ京都セレクトは四条通と河原町

●

河原町通

Location and Near-by Visiting Spots

Ginkakju-ji Temple, Tetsugaku-no-michi Area
30 min by bus
祇園周辺

徒歩で約１
５分
●

先斗町
Ponto-cho

Gion Area
15 min by walk

四条通 Shijo St.
●
●

桂離宮
Katsura Imperial Villa

●

京都駅

京都水族館
Kyoto Aquarium

清水寺

タクシーで約１
０分

バスで約１
０分

Kyoto Station
10 min by taxi

Kiyomizu-dera Temple
10 min by bus

※公共交通機関でのJR京都駅からの
アクセスは、次ページをご覧ください。
Please refer to the next page for public
transportation from JR Kyoto Station.

Access
アクセス

電車利用の場合
■

Shijo Sta.

京都駅から（新幹線等下車後）

■

市営地下鉄烏丸線・国際会館行き

＜駅からは歩いて約5分＞

From Kawaramachi Station of
Hankyu Kyoto Line
1 minute walk from the exit No. 11 of underpass

タクシー利用の場合 By Taxi
京都駅より約10分

JR京都駅

10 minutes from Kyoto Station.

JR Kyoto Sta.

Kawaramachi St.

地下通路11番出口より徒歩約 1分。

■

藤井大丸
Fujii Daimaru

Fuyacho St.

阪急京都線「河原町」駅下車。

髙島屋
京都マルイ
Takashimaya OIOI

Hotel entrance faces Fuyacho St.

Karasuma St.

■

ホテルの入口は、
麩屋町通に面しております

河原町通

約 1分。＜駅からは歩いて約8分＞

Kawaramachi Sta.
阪急京都線
河原町駅

麩屋町通

地下通路を通り11番出口より徒歩

From Kyoto Station
(after getting off from Shinkansen, etc.)
Take Karasuma Line of Kyoto City Subway
to the direction of Kokusai-kaikan, and get
off at Shijo Station, two stops away from
Kyoto Station. Use the underpass and one
minute walk from the exit No. 11.

烏丸通

に乗車し、2駅目「四条」駅下車。

大丸
11番出口
Daimaru No.11 Exit

地下鉄烏丸線
四条通 Shijo St.
四条駅

By Train

円山公園
Maruyama Park

東京方面→

for Tokyo→

