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「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO」
2021 年 10 月 1 日（金）宿泊予約開始・2022 年 4 月 1 日（金）開業
~『地域との深いつながりから生まれる素敵な経験』を創出するホテル~
野村不動産株式会社（本社:東京都新宿区/代表取締役社⾧:松尾 大作）および野村不動産ホテルズ
株式会社（本社:東京都新宿区/代表取締役社⾧:青木 秀友）は、グループ直営ホテルブランド「NOHGA
HOTEL(ノーガホテル)」の関西初出店となる『NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO』が 2021 年 10 月 1 日
（金）に宿泊予約開始、2022 年 4 月 1 日（金）に開業することをお知らせいたします。
「NOHGA HOTEL」は「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、ホテルを起点とする「未来
につながる街づくり」、「人と人、人と街を繋ぐコミュニティづくり」を積極的に推進し、グループ自ら商品開発、サービス提
供をしているホテルです。
「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO」は日本国内だけでなく、世界各国から観光客が集まる京都市内の中
で、建仁寺・祇園・清水寺等が徒歩圏内の東山区に立地します。その中でもホテル周辺の六原（六波羅）エリアは
清水焼発祥の地と言われており、街中に登り窯や窯元、陶器問屋が点在し、毎年お盆には「陶器まつり」が開催され、
非常に賑わいます。
「MEET HOT KYOTO.」のコンセプトのもと、数多の美が、知恵が、歴史が、感動が眠る、この土地を知るための、
さまざまな“きっかけ”がホテルの中に散りばめられており、多種多様な京都文化に皆様をいざないます。
また、京都に於いて各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、食、音楽、メディテーションといった
クリエイティブ体験を独自にご用意し、「ドラマチックな京都との出逢いや、こころ踊る体験が、あなたを包み込んでいく。」
そんなホットな京都体験を、豊かな時間を、私たち NOHGA HOTEL がご提案させていただきます。

公式 HP:（https://nohgahotel.com/kiyomizu/） ※当サイトより予約が可能となります。

Ⅰ.コンセプト

NOHGA HOTEL がベースコンセプトとして大切にしている「食」「音楽」「アート」、そしてお客様への「サービス」、
「おもてなし」を追及すると共に、衛生面への配慮や、環境への取り組みにも注力をしてまいります。
加えて NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO では、「MEET HOT KYOTO.」のコンセプトのもと、以下の４つ
の要素で、ドラマチックな京都との出逢いや、こころ踊るホットな京都体験、豊かな時間をゲストの皆様にご提供します。
➀エンターテイメント ｰ Entertainment ｰ
➁ウェルビーイング ｰ Wellbeing ｰ
③サスティナブル ｰ Sustainable ｰ
④エクスペリエンス ｰ Cultural Experience 知識欲を満たす幾多の体験 ｰ
Ⅱ.ホテル施設構成
「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO」には、207 室の客室、ロビーギャラリー、レストラン、ベーカリーカフェ、ル
ーフトップバー、メディテーションルームを備えるとともに、アートや音楽、京都の伝統工芸を活用したアップサイクルプロダ
クトを配置し、ゲストが実際に利用し、その地域の文化を体験することができます。また、レストラン、ベーカリーカフェ、ル
ーフトップバーは、宿泊者以外も自由に利用でき、日々多くの人が集うコミュニティ創出型のホテルを目指します。

１F:フロントロビー/ベーカリーカフェ/レストラン
焼きたてのパンの香りがするベーカリーカフェと併設するシームレスなフロントロビーで、ホテルを利用する宿泊者とベー
カリーカフェを利用する街の人々との垣根を無くし、接点を創出します。またレストランは上質かつ洗練された空間に、
テラス席や個室も用意し、様々な用途でご利用いただける空間となっております。
■厨房から焼きたてパンの香り漂うベーカリーカフェ

■街と宿泊者をつなぐシームレスなフロントロビー

■ラウンドカウンターやビッグテーブル、テラス席など好奇心が連続する空間を演出するレストラン

B１F:メディテーションルーム/６F:ルーフトップバー
柔らかな光と丸みを帯びたメディテーションルームで、瞑想やヨガプログラムをはじめとしたウェルネスプログラムを実施し、
お客様に心身ともにリフレッシュできる時間をご提供します。また、ホテル最上階には東山をはじめ、京都市内の山並
みや、清水寺、京都タワー等が一望できるルーフトップバーを設け、開放的な空間でお食事やお酒を楽しんでいただけ
ます。バー営業時間外にも四季折々の気候を感じながらルーフトップヨガやメディテーションを行えるプログラムをご用意
します。
■瞑想、ヨガを体験できるメディテーションルーム

■東山の山々を一望できるルーフトップバー

客室
シンプルで洗練された客室空間の中に、京都の伝統工芸を活用した家具・照明やアップサイクルプロダクト、様々な
アートが混ざり合う空間デザインとしております。NOHGA HOTEL ブランドで大切にしているベースコンセプトの一つで
ある「音楽」を宿泊者に楽しんでもらうため、全客室にスピーカーを設置し、TV では NOHGA HOTEL オリジナル楽曲
や、客室で楽しめる体験コンテンツを配信予定です。滞在者の皆様に楽しんでいただけるコンテンツをご用意します。
■ダブル

■NOHGA スイート

Rooms
部屋タイプ

面積

部屋数

ダブル

19-21 ㎡

82 室

スーペリアダブル

23-27 ㎡

10 室

デラックスダブル

31 ㎡

５室

28-34 ㎡

５室

ツイン

24 ㎡

20 室

スーペリアツイン

30 ㎡

８室

デラックスツイン

33-39 ㎡

72 室

25 ㎡

3室

58、77 ㎡

２室

エグゼクティブダブル

ユニバーサル
ジュニアスイート、NOHGA スイート

合計

207 室

HP・SNS
宿泊予約は、以下の TEL もしくは公式 HP から承ります。ホテル情報は以下の SNS から順次アップしていきます。
TEL 予約

075-323-7120（受付時間:平日 10:00～18:00、土日祝除く）

公式 HP

https://nohgahotel.com/kiyomizu/

Facebook

https://www.facebook.com/nohgahotel.kiyomizu

Instagram

https://www.instagram.com/nohgahotel.kiyomizu

Ⅲ.レストラン
ジョスパーオーブンのグリル料理と京都を中心とした地元食材、国産のナチュラルワイン等を中心に、シンプルに食材
の味を感じられるグリルレストランで宿泊者のみならず、皆様に楽しんでいただける「食体験」をご提供します。

Partner

「新しい街の創造」をミッションに、2001 年の創業以来、「その街で一番のレストランを作る」というシンプルな想いを原点
に、進化を遂げてきた株式会社 MOTHERS（マザーズ）。気取らぬ大人の空間でゆったり楽しむ団欒のお食事を楽しむ
ことができる MOTHERS や大きな薪窯で焼き立ての全粒粉 PIZZA を提供する pizzeria CANTERA（ピッツェリア カン
テラ）など、現在 18 店舗を構えます。

Ⅳ．SDGs や環境への取り組み
野村不動産グループの各ホテルでは、気候変動への対応や水資源・天然資源の適切な利用、生物多様性の配
慮など、地域や社会の課題解決に貢献するため、省エネルギー・脱炭素社会への取り組みや再生可能エネルギーの
活用、適切な資源利用など、「SDGs」達成に向けたさまざまな「環境保護への取り組み」を進めております。
NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO では営業中の他の NOHGA HOTEL と同様に、「CO2 ゼロプラン」※
を活用した CO2 排出量ゼロ化を行うグリーン電力導入やオーガニック成分を利用したバスアメニティの使用、環境に
配慮した食材の利用（有機栽培や自然栽培の食材、ドリンク等）などに取り組んでまいります。
※「CO2 ゼロプラン」は、再生可能エネルギー由来の非化石証書等を活用し、実質的に再生可能エネルギー100%・CO2 排出量ゼロを実現するもの
で、関連会社である NF パワーサービス株式会社が提供することで安定的に CO2 排出量ゼロ化を実現することができます。

Ⅴ. 物件概要
所在地

京都府京都市東山区五条橋東 4 丁目 452 番 1 他（地番）

交通

京阪本線「清水五条」駅 4 番出口より徒歩 7 分
「京都駅」より 2.2km・車にて 10 分

敷地面積/延床面積

2,514.03 ㎡(760.49 坪)/ 8,966.18 ㎡(2,712.27 坪)

客室

207 室

開業予定

2022 年 4 月 1 日

Ⅵ.ホテルブランド
「NOHGA HOTEL」ブランドは、「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」をコンセプトに、このホテルを起点
として地域と深く結び付くことで生まれる、特別で格別な時を、そして幸せな経験を世界中の人々と、共に分かち合う
ことを目指しております。「NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO」は「NOHGA HOTEL UENO TOKYO」、
「NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO」に続く 3 軒目で、関西初の出店となります。
Ⅶ.野村不動産グループのホテル事業について
野村不動産グループでは現在、直営型ホテル（NOHGA HOTEL、庭のホテル 東京）の他、リース型ホテル、再
開発ホテル（外資系ホテル）の事業に取り組んでおります。これら多様なホテル事業を通じ「未来につながる街づくり」、
「人と人、人と街をつなぐコミュニティづくり」の積極的な推進を行ってまいります。
Ⅷ.野村不動産グループの運営中直営ホテル
ホテル名 NOHGA HOTEL UENO TOKYO

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO

庭のホテル 東京

外観

所在地

交通

客室数
付帯
施設
公式 HP

東京都台東区東上野 2-21-10

東京都千代田区外神田 3-10-11

東京都千代田区神田三崎町 1-1-16

JR 山手線・京浜東北線他
「上野駅」広小路口徒歩約 5 分
東京メトロ銀座線・日比谷線
「上野駅」3 番出口徒歩約 3 分

JR 山手線・京浜東北線他
「秋葉原駅」電気街北口徒歩約 6 分
東京メトロ銀座線
「末広町駅」A3 出口徒歩約 4 分
東京メトロ日比谷線
「秋葉原駅」２番出口徒歩約 10 分

JR 中央線・総武線
「水道橋駅」東口徒歩約 3 分
都営三田線
「水道橋駅」A1 出口徒歩約 5 分
都営新宿線・東京メトロ半蔵門線
「神保町駅」A5 出口徒歩約 8 分

130 室

120 室

238 室

レストラン、ライブラリー、ギャラリ
ー、フィットネス、ランドリー

レストラン、バー、ラウンジ、
フィットネス

レストラン（和、洋）、宴会場・会議室、
ラウンジ、フィットネス、ランドリー

https://nohgahotel.com/ueno/

https://nohgahotel.com/akihabara/

https://www.hotelniwa.jp/

