
ランクアップ・オプション一覧 

OPTION SERVICE Line Up 

※English Version follows Japanese 

※オプションの詳細（金額・内容等）のご確認・ご予約は、お部屋の「予約ページ」でお部屋を確定後のページで、ご確認・ご予約いただけます。 

 

朝食お取次ぎサービス 

   

【泉仙】ご朝食 

精進料理のご朝食 

2,500 円/人 

お食事オプション 

【出張料理】 
  

【下鴨茶寮】 ＜出張料理＞ 

どこでも料亭 

22,000 円/人 (2 人前から) 

お食事オプション 

【出張料理】 

   

【鳥彌三】 ＜出張料理＞ 

竜馬が愛した「鳥鍋」コース 

20,000 円/人 (2 人前から) 

お食事オプション 

【お弁当】 
 

【下鴨茶寮】＜お弁当＞ 

懐石 30 品<下鴨茶寮> 

10,800 円/個（2－3 人前） 

お食事オプション 

【お弁当】 
 

【下鴨茶寮】＜お弁当＞ 

贅沢弁当 

3,240 円/個 

お食事オプション 

【お弁当】 
   

【鳥彌三】＜お弁当＞ 

日替わり「おまかせ弁当」 

5,000 円/個 

提携レストラン 

予約取次サービス 

     

【宮川町・さか】 

町家で「フレンチ・イタリアン」 

提携レストラン 

予約取次サービス 

   

【宮川町・わた亀】 

宮川筋の町家で「京料理」を堪能してくだ

さい。 

提携レストラン 

予約取次サービス 

     

【宮川町・まつおか】 

花街・宮川町の京町家で「京料理」 

提携レストラン 

予約取次サービス 

   

 

【下鴨茶寮】＜ミシュラン掲載店＞ 

歴史と伝統で彩られた老舗で「日本料理」を堪能 

ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ：16,500 円/人～ 

提携レストラン 

予約取次サービス 

       

【鳥彌三】 

坂本龍馬も愛した老舗の「水炊き」 

名物水炊きｺｰｽ：13,000 円～ 



提携レストラン 

予約取次サービス 

  

【祇園にしむら】＜ミシュラン掲載店＞ 

古都・祇園町南側の名店で味わう“鯖寿司”と

職人の織り成す季節の「日本料理」 

ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ：12,000 円/人～ 

提携レストラン 

予約取次サービス 

  

【祇園ミクニ】 

祇園白川で味わうフレンチの巨匠による日

本の「洋食」 

ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ 14,500 円/人～ 

提携レストラン 

予約取次サービス 

 
   

【祇園なか彦】 

建仁寺近くの京町家で味わう「ｽﾃｰｷ・鉄板

焼き」 

ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ：16,500 円/人～ 

提携レストラン 

予約取次サービス 
   

【町家四川 星月夜】 

京町家で本格中華「四川料理」を堪能 

ﾃﾞｨﾅｰｺｰｽ：8,800 円/人～ 

その他有料サービス 

 

【初めての花街・宮川町】 

平日プラン 

35,000 円/芸・舞妓さん 1 人 

その他有料サービス 

 

【初めての花街・宮川町】 

土日・祝日プラン 

40,000 円/芸・舞妓さん 1 人 

その他有料サービス 

【京都のお土産】 

  

【京都のお土産】 

祇園のお茶屋はんのチーズケーキ 

2,592 円/個～ 

その他有料サービス 

【京都のお土産】 
   

【イケウチオーガニック】 

CAMPTON 宿泊者様用お土産セット 

3,190 円/セット～ 

その他有料サービス 

【京都のお土産】 
     

【たきものゑびす】 

京都土産の定番「ちりめん山椒」セット 

1,296 円/セット～ 

その他有料サービス 

【京都のお土産】 
  

【一保堂茶舗】 

お土産セット A（ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｾｯﾄ） 

2,916 円/セット～ 

その他有料サービス 

【京都のお土産】 
  

【一保堂茶舗】 

お土産セット B（抹茶ｽﾃｨｯｸ） 

1,296 円/セット～ 

その他有料サービス 

   

【ゑびす屋】 

人力車で観光地を巡ろう‼ 

（東山 60 分コース）17,500 円/人 

その他有料サービス 

   

【ゑびす屋】 

人力車で観光地を巡ろう‼ 

（東山 30 分コース）9,000 円/人 



その他有料サービス 

     

【龍村光峯】 

錦織の工房見学と機織り体験 

（東山 4 時間コース） 

25,500 円/人 

その他有料サービス 

     

【龍村光峯】 

錦織の工房見学と機織り体験 

（約 1 時間コース） 

2,000 円/人 

その他有料サービス 

     

【Zen 京都】 

花嫁衣裳 PHOTO プラン 

380,000 円/パック 

その他有料サービス 

   

【ボディ＆フェイシャルケア＜きよら＞】 

推掌ｵｲﾙﾏｯｻｰｼﾞ(120 分)ｺｰｽ：32,450 円/人 

その他有料サービス 

   

【ボディ＆フェイシャルケア＜きよら＞】 

推掌ｵｲﾙﾏｯｻｰｼﾞ(90 分)ｺｰｽ：23,650 円/人 

その他有料サービス 

   

【ボディ＆フェイシャルケア＜きよら＞】 

推掌ｵｲﾙﾏｯｻｰｼﾞ(60 分)ｺｰｽ：16,610 円/人 

無料サービス 

 

レストランご予約代行サービス 

無料サービス 

 

お荷物お預かり 

無料サービス 

 

タクシー手配 

無料サービス 

 

ちいさなお子様へ 

 

 



 

OPTION SERVICE line up 
 

※After selected your Room in the reservation form, Guest can confirm the detail of OPTION SERVICE in the bottom of Reservation Pages. 

 

Breakfast 

   

【IZUSEN】 

Deliver “Japanese type Breakfast” in your room 

JPY2,500-/per person 

Dinner Option 

【Serving in the Room】 
  

【Shimogamo-Saryo】<Serving> 

Guests can have “Kaiseki” Dinner in your Room 

inviting Cook and Service Man. 

JPY22,000-/Person (more than 2) 

Dinner Option 

【Serving in the Room】 

   

【Toriyasa】 <Serving> 

Guests can have “Chicken Casserole” Dinner in 

your Room inviting Cook and Service Man. 

JPY20,000-/Person (more than 2) 

Dinner Option 

【Lunch Box Type 1】 

 

【Shimogamo-Saryo】＜Lunch Box Type 1＞ 

Deliver “Japanese Lunch Box” in your room 

JPY10,800-/box（for 2－3persons） 

Dinner Option 

【Lunch Box Type 2】 

 

【Shimogamo-Saryo】＜Lunch Box Type 2＞ 

Deliver “Japanese Lunch Box” in your room 

JPY3,240-/box (more than 2) 

Dinner Option 

【Lunch Box】 

   

【Toriyasa】＜Lunch Box Type 3＞ 

Deliver “Japanese Lunch Box” in your room 

JPY5,000/box (more than 2) 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
     

【SAKA Miyagawa-cho】 

<Italian cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY12,000/person or more ++  

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
   

【Watakame Miyagawa-cho】 

<Japanese “Kaiseki” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY16,500/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
     

【Matsuoka Miyagawa-cho】 

<Japanese “Kaiseki” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY16,500/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 

   

【Shomogamo-Saryo】 

<Japanese “Kaiseki” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY16,500/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 

       

【Toriyasa】 

<Japanese “Chicken Casserole” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY13,000/person or more ++ 



Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
 

【Nishimura Gion】 

<Japanese “Kaiseki” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY12,000/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
  

【Mikuni Gion】 

<Japanese “Western” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY14,500/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary) 
   

【Nakahiko Gion】 

<Japanese Style “Steak” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY16,500/person or more ++ 

Affiliated RESTAURANT 

Reservation Arrangement 

(Complementary)    

【Hoshi-Tsuki-Yo】 

< “Chinese / Sichuan” cuisine> 

Reserve your seats on behalf of Guests 

Budget : JPY8,800/person or more ++ 

OTHER Arrangement 

<Geisha Place> 

(Complementary)  

【Miyagawa-Cho】<Weekday> 

Arrange your reservation to enjoy Dinner with 

Geisha at Geisha house (excl. meals, beverages, 

and so forth) 

Budget : JPY35,000/Geisha 

OTHER Arrangement 

<Geisha Place> 

(Complementary)  

【Miyagawa-Cho】<Sat./Sun./holiday> 

Arrange your reservation to enjoy Dinner with 

Geisha at Geisha house (excl. meals, beverages, 

and so forth) 

Budget : JPY40,000/Geisha 

OTHER Arrangement 

【Souvenir】   

【Mann Gion】<Cheese cakes> 

Arrange purchase Cheese Cake made at Geisha 

house as Souvenir 

Budget : JPY2,592/box ++ 

OTHER Arrangement 

【Souvenir】 
   

【IKEUCHI Organic】<Towels> 

Arrange purchase Towels Utilizing at CAMPTON 

as Souvenir 

Budget : JPY3,190/box ++ 

OTHER Arrangement 

【Souvenir】 
     

【Ebisu】<Tsukudani> 

Arrange purchase the package of Japanese 

traditional meals, called Tsukudani, as Souvenir 

Budget : JPY1,296-/set or more ++ 

OTHER Arrangement 

【Souvenir】 
  

【Ippo-do】<Japanese Tea set A> 

Arrange purchase the package of Japanese Tea, 

Drip type of Japanese Tea Bugs, as Souvenir 

Budget : JPY2,916-/set ++ 

OTHER Arrangement 

【Souvenir】 
  

【Ippo-do】<Japanese Tea set A> 

Arrange purchase the package of Japanese Tea, 

Stick type of Maccha Tea, as Souvenir 

Budget : JPY1,296-/set ++ 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

   

【Ebisu-Ya】<Rickshow> 

60 Munites (Higashiyama Course) 

Budget : JPY17,500-/person ++ 



OTHER Arrangement 

(Complementary) 

   

【Ebisu-Ya】<Rickshow> 

30 Munites (Higashiyama Course) 

Budget : 9,000-/person ++ 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

     

【Tatsumura-Koho】 

Experience of Weaving by Traditional Machine 

and Study Nishiki-Ori 

<4 Hours> 

Budget : JPY25,500-/person 

OTHER Arrangement 

(Complementary)      

【Tatsumura-Koho】 

Experience of Weaving by Traditional Machine 

and Study Nishiki-Ori 

<1 Hours> 

Budget : JPY2,000-/person 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 
     

【Zen Kyoto】 

Package of wearing Japanese Wedding Styles 

Kinomo with taking Photos at pupular place 

Budget : JPY380,000-/Package 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

   

【KIYORA】<In Room Body care> 

Recommended Oil Massage (120 Minutes) 

Budget：JPY32,450-/Person 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

   

【KIYORA】<In Room Body care> 

Recommended Oil Massage (90 Minutes) 

Budget：JPY23,650-/Person 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

   

【KIYORA】<In Room Body care> 

Recommended Oil Massage (60 Minutes) 

Budget：JPY16,610-/Person 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

 

Reservation of the Restaurant other 

than CAMPTON Affiliated 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

 

Temporary Luggage storage 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

 

Taxi Arrangement 

OTHER Arrangement 

(Complementary) 

 

For Children <Baby Chair and so forth> 

Please ask detailed service contents to our 

staffs 
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