サケスプと京都観光をセットで楽しもう！
京都最大級の日本酒イベント「SAKE Spring（サケスプ）」が、
人気ホテルと組み、京都の魅力再発見を促す【宿泊コラボプラン】の販売を開始。
宿泊施設等との連携を強化し、日本酒やグルメを契機に京都の観光振興に貢献を目指す

京都最大級の日本酒イベント「SAKE Spring（サケスプ）」を運営する株式会社のぞみ（代表取締役：藤田 功博
本社：京都市下京区）が、コロナ明け初の「SAKE Spring 2022」を開催決定。京都市勧業館みやこめっせで、
2022年7月9日（土）・10日（日）の2日間実施。期間中、京都市内の宿泊施設の「THE GENERAL KYOTO 高辻
富小路」、「KAGAN Hotel」ではホテル全体を貸切にし、銘酒飲み放題と厳選おつまみ、宿泊がセットになった【ホ
テル宿泊セットプラン】を販売。
ハイアット リージェンシー 京都、MIMARU SUITES 京都四条、ウェスティン都ホテル京都でもサケスプ特別コラボ
企画として、チケット付き宿泊プランやバーでのコラボメニューなどが展開される。コロナ禍で、2021年の市内主要
ホテルの年間平均客室稼働率は過去最低の31.1%（京都市観光協会速報値）を記録した。本イベントでは、京都
市内の宿泊業界と、市内観光の促進を目指す。

低迷した京都の観光需要をサケスプを契機に盛り上げる
緊急事態宣言が解除されたことから、紅葉シーズンとなった2021年11月時点での市内100ホテルの客室稼働率
は59.6％に急上昇する結果となりました。しかし、コロナ前の水準に比べると30% 減と、居然厳しい状況が続いて
います。「SAKE Spring 2022」では、日帰りでの会場参加ではなく、京都市内で宿泊し、翌前日等も京都の魅力を
再発見して頂きたいと考え、ホテル宿泊とホテル内での銘酒飲み放題等がセットプランの販売を決定しました。

【KAGAN HOTEL 特別ステイプラン】
会場：KAGAN HOTEL
〒600-8846 京都府京都市下京区朱雀宝蔵町99
日程：
7/8（金曜日） チェックイン16:00- 7/9（土曜日）チェックアウト 11:00
7/9（土曜日） チェックイン16:00- 7/10（日曜日）チェックアウト 11:00
部屋タイプ：
①ホステル 5室 シングルルーム 1人部屋（水回り・キッチン共同） 8,800円
②ツインベッドルーム ５室（専用バス・水回りあり）22,000円 ※二人分の料金です。
プランに含まれるもの：1室の宿泊費、夕食・朝食 滞在中のお酒飲み放題つき
【THE GENERAL KYOTO 高辻富小路 特別ステイプラン】
会場：THE GENERAL KYOTO 高辻富小路
〒600-8062 京都府 京都市下京区富小路通高辻下ル恵美須屋町187番地
日程：
7/9（土曜日） チェックイン15:00- 7/10（日曜日）チェックアウト 11:00
部屋タイプ：
①1人利用 ダブルベッドルーム 12,500円
②1人利用 スーペリア ダブルベッドルーム 15,000円
③2人利用 ツインベッドルーム （２名利用料金）24,000円
④2人利用 デラックス ツインベッドルーム（２名利用料金） 28,000円
プランに含まれるもの：1室の宿泊費、夕食、滞在中のお酒飲み放題つき

市内人気ホテルがサケスプチケット付きプランや館内バーでのコラボを開催
ハイアット リージェンシー 京都、MIMARU SUITES 京都四条では、メイン会場のチケットがセットになった宿泊プ
ランを特別コラボ企画として実施。また「SAKE Spring 2022」との特別コラボとしてハイアット リージェンシー 京都
のTouzan バーではオリジナルカクテルを販売、ウェスティン都ホテル京都のバー麓座（ろくざ）では、お酒飲み比
べ付きプレートの販売、ならびに7/9と7/10の2日間、14時からの特別営業を実施します。

＜SAKE Spring 2022 入場チケット付き＋特別ステイプラン＞
【MIMARU SUITES 京都四条】
会場：MIMARU SUITES 京都四条
京都府京都市下京区烏丸通松原上る東側因幡堂町７１７番１
日程：7月8日（金）〜10日（日）チェックイン
宿泊人数：1名〜4名
料金：1泊 1室 2名利用 48,300円〜（税サ込、宿泊税別）
※価格については変動の可能性がございます。
プラン特典：
（１）SAKE Spring 2022 メイン会場（みやこめっせ入場券※宿泊人数分）
（２）みまる道具店の酒道具セットの貸出を確約
（３）SAKE Spring 2022のパスポートをフロントで提示いただくと、京都の米老舗 儀兵衛のお米（2合）をプレゼ
ント
公式サイト：https://bit.ly/mimaruhotels_2022sake
【ハイアット リージェンシー 京都】
会場：ハイアット リージェンシー 京都
〒605-0941 京都市東山区三十三間堂迴り644番地2
日程：7月8日（金）〜10日（日）チェックイン
料金：
1室1名18,600円～（税金・サービス料込、宿泊税別23,120円～）
1室2名19,600円～（税金・サービス料込、宿泊税別24,363円～）
プラン特典：
（１）SAKE Spring 2022 メイン会場（みやこめっせ入場券※宿泊人数分）
（２）カフェ33でのご朝食
公式サイト：https://bit.ly/hyatt_KYOTO_G-SAKE
＜SAKE Spring 2022 特別コラボメニュー＞
【ハイアット リージェンシー 京都 Touzan バー】
京都の地で酒造りを始めて230余年。京の食文化と伝統に育まれた酒造りの文化を現在に伝承しているキンシ
正宗が、ハイアット リージェンシー 京都のためにつくる「東山オリジナル」を使用したSake Spring 開催記念カク
テル「Sake Julep （酒ジュレップ）」を提供。
価格：1,800円（税金・サービス料込）
提供時間：7月8日（金）～7月10日（土） 17:00～23:00
会場：京都府京都市東山区三十三間堂廻り644-2
公式サイト：https://bit.ly/hyatt_kyoto_dining
【ウェスティン都ホテル京都 麓座（ろくざ）】

創業からまもなく300 年を迎える松井酒造。東山三十六峰と鴨川に囲まれた自然豊かな酒蔵は、京都の町中
で手間をかけ、丁寧で、きめ細やかな酒造りを続ける最古の蔵と、上質の極み、雅なひとときを提供する創業
132周年を迎えたウェスティン都ホテル京都がコラボした「SAKE Spring開催記念」お酒飲み比べ付きプレート
「都神蔵」を提供。
内容：コラボプレート+松井酒造日本酒2種（純米大吟醸無濾過神蔵、神蔵京柚子）飲み比べ
＜コラボプレートメニュー＞
・京漬物小巻寿司3種 ウエスティンオリジナル玉葱漬添え
・ベッタラ漬けとサーモンマリネのミルフィーユ
・唐墨神蔵炙り（カラスミ2枚 梅大根2枚）
・帆立のポワレお米と玄米クリームソース
・天婦羅（海老湯葉巻き2/4 白身魚磯辺巻き 菜種 赤芋） レモン 藻塩
・鶏もも肉 京の銘酒『神蔵KAGURA』で蒸し焼きマレンゴ風
・和牛のすじ煮込み（牛すじ 半月大根 結び蒟蒻 梅麩） 刻み葱 七味
・リンゴと“神蔵KAGURA”のティアン ヨーグルトリキュールのクレームグラッセ
価格：¥6,000（税込・サービス料込）
提供時間：6月1日（水）〜9月30日（金） 17：00～24：00（最終入店23：00） ※7月9日、7月10日は特別営業14
：00～24：00（最終入店23：00）
会場：〒605-0052 京都府京都市東山区粟田口華頂町1 3F
公式サイト：https://bit.ly/westinkyoto_restaurant_rokuza

開催概要（メイン会場:みやこめっせ）
▼日時
2022年7月9日（土）・7月10日（日）
二部入替制：10:00-13:00 / 14:00-17:00
※両日各時間最大700名 2日間のべ約3,000名
▼メイン会場
京都市勧業館 みやこめっせ
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

▼チケット価格
3,800 円（税込）
・メインイベント入場券
・全国の地酒40種類以上が飲み放題
・500円相当のお食事券 2枚
・オリジナルグラス
・特別イベントの参加申込権
▼公式サイト
https://www.sakesp.com/2022kyoto

メイン会場以外の日程や時間は公式サイトよりご確認ください。

▼出展予定企業
〈日本酒〉
・「王紋」王紋酒造株式会社（新潟）
・「臥龍梅」三和酒造株式会社（静岡）
・「花の舞」花の舞酒造株式会社（静岡）
・「三連星」美冨久酒造株式会社（滋賀）

〈クラフトビール〉
・「TANGO KINGDOM Beer」丹後王国ブルワリー（京
都）
・「KIX BEER」泉佐野ブルーイング（大阪）

・「多賀」多賀株式会社（滋賀）
・「神蔵」松井酒造株式会社（京都）
・「月の桂」株式会社増田德兵衞商店（京都）
・「富翁」株式会社北川本家（京都）
・「玉乃光」玉乃光酒造株式会社（京都）
・「月桂冠」月桂冠株式会社（京都）
・「金鵄正宗」キンシ正宗株式会社（京都）
・「神聖」株式会社山本本家（京都）
・「城陽」城陽酒造株式会社（京都）
・「酒呑童子」ハクレイ酒造株式会社（京都）
・「久美の浦」熊野酒造有限会社（京都）
・「白木久」白杉酒造株式会社（京都）
・「玉川」木下酒造有限会社（京都）
・「与謝娘」与謝娘酒造合名会社（京都）
・「龍力」株式会社本田商店（兵庫）
・「剣菱」剣菱酒造株式会社（兵庫）
・「紀伊国屋文左衛門」中野BC株式会社（和歌山）
・「千代むすび」千代むすび酒造株式会社（鳥取）
・「獺祭」旭酒造株式会社（山口）
・「金冠黒松」村重酒造株式会社（山口）
・「酔鯨」酔鯨酒造株式会社（高知）


〈ジン・焼酎〉
・「槙-KOZUE-」中野BC株式会社（和歌山）
・「因伯人(Impact)」千代むすび酒造株式会社（鳥取）
・「KOMASA GIN」 小正醸造株式会社（鹿児島）

 食関連企業〉
〈
・ひとかん京都本店 プレミアム缶詰（京都）
・株式会社津乃吉 ちりめん山椒・京佃煮（京都）
・株式会社西利 漬物/その他（京都）
・ソラアオ チーズケーキ（京都）
・竹屋町神座 へしこ（京都）
・IZAKAYA RUTUBO 燻製おつまみ（京都）
・三木半旅館 和チーズ（京都）
・うね乃株式会社 無添加おだし（京都）
・株式会社えだまめ SAKE ICE（東京）
・沖よし（京都）
・雑魚や（京都）
・大徳寺さいき家（京都）

【SAKE Spring プロジェクトについて】
京都市内で観光ツアーやイベント企画を手掛ける株式会社のぞみが発起人となり、お酒の新たな魅力を体感して
頂くお酒イベントとして、コロナ前の2018年は国内外10都市以上、年間3万人以上を動員したイベントです。ホー
ムページでは京都を中心に各地の酒蔵や美食、また、その作り手をインタビューした取材記事も公開中。
SAKE Spring 公式サイト：https://www.sakesp.com/
Instagram：https://www.instagram.com/sake_spring/
＜取材や詳細等のお問い合わせ＞
株式会社のぞみ SAKE Spring 2022 京都 実行委員会
担当：佐竹・中路
メールアドレス：3@nzm.jp
電話：075-351-9915（受付時間：平日10時-17時）

