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　　　　　　　ジxイアール京栢●㎜

　　　　ジェイアール京都伊勢丹

nLe75．3S2．11‘1　昧員）　bttp：〃Wロ粍wjr・i5et飢co加

『10階＝催物場スケジュール」

2⑧r初●宝績」

3＠～9⑧⑭「■店t5周年記禽

　　　　　　冬の北濁遵劇
　　　　　〔最終日午後6時終了｝

11●～16⑪「オールアクセサリーバーゲン」「娼人フォーマルバーゲン」
　　　　　（最終日午後6時終了）

18●～23⑧fお餌ギ7ト処分＆食料品セ〔ルJ「リピングセール」
　　　　　〔最終日午後6日終了）

25●～3α⑪「レディスブランド＆ブランドバザール
　　　　　rインラ』リア鰻貨パザール」
　　　　　（最終日午後6時終了）

　　㊨・・F［EL　GRANV｜A　Ky・T・

　　　　ホテルグランヴィア京都
〒乱、075イ3“．8sas　｛★傾｝　h“P：’∫㎜．lra＃vtH．kveto．co．iロ

22＠開纂15周年肥泡『THE　GRANVIA　WEDDING　COLLECTION』●‘α。a－ts，e・●（野約・綱
半期に一度のビックブライダルフェアです。槙擬挙式、横擬披貧宴、人気のプチ試食、衣裳拭着など多彩な内謹をご用章．ホテル聞妄t5周年記念

プランをはじめ、お二人のこ賓望に添ったウエディングを星案いたします．t部10：00・2部t3：30・3es17，00からの3郎割で開借。結婿をお考え
なら、ぜひご予約ください。

8㊨『ブライダルフエアjelo・oo－le・oo●〔yn・－g［

1部10：00・2S13；OO・3Slff：00からの3邸制で開催し、榎擬挙式、人気のプチ拭t＃ttや．最新のコーディネートなど多彩な内容をご用■．

フェァ日程以外でもお気琶にご相叔ください．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ご予約お間合せ0ア5－344－ttl1（dライダルサOノ〕

　現在の京都駅ビルが誕生して、今年で15年

を迎えることとなりました。初代から数えて

4代目にあたる当ビルは、平安建都123D年記

念事業の関連事業との位置づけのもと、巨大

空間と融合化した複合商業施設、ホテル、劇

場、美術館などを持つ総合的な交通ターミナ

ルビルとして、1997年9月11日にグランドオー

ブンいたしました。以来、地元京都の皆様はも

ちろんのこと、全国各地から多くのお客様に

ご来館いただき、これまで延べ6億人を超え

るお客様にご利用いただいております。これ

も、ひとえに皆様の温かいご支援、ご愛顧の賜

物と深く感謝申し上げます。

　今後も、新たな発展の可能性を探りながら、

京都駅ビルを訪れるお客様を「笑顔」でおもて

なしし、人と文化が「出会い」「交流する」場を

提供していきたいと考えております。15年間

の感謝の気持ちを込めて、スタッフー同、さら

なるサービスの向上に努めて参りますので、

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　京都駅ビル

　　＄　　　　　The⊂UB∈
　　　　　　　賠駅ピル専円唐田

　　　　専門店街ザ・キューブ

TEL、075・371・2134　http：〃W－tW．thecvbe．co．ip

1’6◎～2∫6⑧『哀冨本舗』BlF催亭工り77のご案内※上記馴以夘細臨設店舗にて販克

嚥酬
ジェイアール京都伊勢丹

2⑳～「ジェイアール京田伊勢丹冬のクリアランスセール」
冬のプライスダウン、いよいよはじまる。＃しくは店頭またはホームページでご碑箆ください。httOl〃肉wwW．‘Setan．co．ip●各階

3㊤～9㊨●「開店t5周年li！S冬の北海道展」
北海道を代表する石屋製冥、六花亭、ロイXZンフークトの3大ブランドをはじめ、地元で人気のスウィーツや、海の幸や大地の恵み．さらには名物弁当や初登場のラーメンなど、

北海道のおいしいが盛りだくさんβ開E15周年を記念した特別な味わいも登場。　●最終日午復6崎終了●10陪＝催物場

Porta
　　　　　　lt－M－1・
　　　京都駅前地下街ボルタ

TεLO75・365・7528　http：〃WWW．porta．co．jp〆

9⑧⑧～16⑧『西本目寺と門前町・雇史繰肪劇
西本願寺　綴鴛覧人750回忌最後の法要にあわせ，門前町〔ご故まち）や国宝

飛雪閣等の鹿史的建造物をパネルで紹介n●西通り

14㊥「ClefXト～acappella　street　live～』
多くの人にアカペラを知ってもらいたいfアカペラの韓を広げたい1立命館大
学衣笠キヤンパスで活勤するアカペラサークル「C‘ellのズトリートライづを開
佃します。

●・Kルタブラザ　■13．OO～17．00｛予定｝

14㊤・・31⑧「マンマ・ミーア■」
京蔀劇場で開催中の創団四季によるマンマ・ミーアをバネルで紹介。●ボルタプラザ

22⑰「JEUGIA京⑳Rtlハーモニーステーシ9ンSLper　Live」
JEUJIA音楽軟室のインストラクターを中心としたコンサートを開催。

●ポルタブラザ●①13．3a～②15．30C予定）

29⑤『山元サトシーPorta　Concert　2012－」
京蓼出身の歌手、山元サトシによるライブ●ポルタブラザ●①†3．oe－・②｜5・OO〔予定）

dS　HOTEL　GRAN∨［A・KY・丁・

　　ホテルグランヴィア京都

蕊竺耀顯霧灘鷺鷲鷹蕊1㌘＿…・李
舗胎i譲言吉禦説鯉黙踏望澱黒罐鱈冨繁温。篇卿梁欝駕欝酬認　こ二∠
14：30（ラストオーダー｝．ディナー1700～20．Oe（ラストオーダー）お問舎わせ、075・342・5523〔店舗直通）　　　　　　　　　　　　　　　　　尋の京ランチコースィメージ

●　　　The⊂UB∈
　　　　　耶駅ビル専門店衝

　　専門店街ザ・キュー一ブ

『ザ・キューブは元旦から営薬』暮蒜亘麗匙留灘‘灘；鎧『認蕎ξ簾してお、脚．

2⑧～9＠＠「ザ・キューブウインターバーゲン」
①t月2日《月）3日（火）4日〔水〕の3日間、S2Fモードフロアでt万円以上お買上げの各H先着　②ZO％～50°kDFF

200名UL：、ザ・キューブショッピンヴチケット1，000円分プレゼント。〔3日間のレシート合算可）　③B2Fモードフ0アの営莫時間を．期間中30分延長。

Mチケット引換堪所：B2Fヱスカレータ横特踵会場（10・oe－・20・30）　　　　　　　　　　　④ザ・キューブクラブ入会金無料キャンペーンC2日～4日）

　　　　　●京郡駅ビル10賠〔×惰段・百貨店南側）●1月は休まず営業

　　　　　　●宮婁時悶ノ11：00～22：00（ラストオーダー21；30）
　　　　　　　　hUp：〃www．kyote・ramen－koji．comノ

12月20日（火）新店舗オープン！
　　「手造りケーキと本格コーヒーのお店」

「CAFE　Cento　Cento　Dolce」
　～カフェチェントチェントドルチェ～

すべてのケーキやブリンは、お店の手造りです。

上質な素材を使用した様々なタイプのスウィーツや

本格コーヒーをお楽しみください．

　　　　　　　　　　レアチーズケーキとブレンドコーヒー〉

　　　CAFE
卓CentoCentOC

のetbe

●
．魂ご

■囲謹京都駅ビルインフォメーションTELO75・361・4401◎筥業時間／10；00～19：00
※晦間・期閑・内唇に饗更がある頃合がありまT．又、会堀が溝罵の増合己入壇いただけない場倉かこざいます．

京都駅ビルのイベント情鞭載　httロニ〃www．kyoto－statimn，buitdinff．co．ip

）
．

～⑧
「尿都日本画新展」
京都を中心に活躍する若手日本画家37

　Porta
一一京都駅前地下街ボルタ

12’27㊤～1’9●⑧正月装飾「飛龍乗雲」

平成24年の干支「随1にあわせ、京郡市内寺院の寵の襖給を紹介．

■ボルタプラザ

1＠⑭元日イベント

「高岡亜衣ライブ書道パフォーマンス」

書道家高岡亜衣さんによるライブパフォーマンス当日のレシートを
お持ちのお客掻各回先薯50名横に座席をご用意．

●ボルタプラザ　●ISIS；OO押、2SSI5；OO－・

＿屡、
㊥人の新作を一堂に、第4回「京都日本画

新展」を開催します。

●美術館「えき」KYOTO

●10：00～20：00（最終日｝ま17：00閉館）

●入館締切：閉館30分前

●入場無料

●お問合せ／京都新闘OOM事業推進部

　　　　　TEL．075－255・9757

■一●ジェイアール京都伊勢丹！2日から営業
　　　　　スi（コ・ジェイアール京都伊勢丹ノFOODS・RESTAVRANTSは休まず営藁tsは2日から営箋

　　　　　●専門店笛ザ・キューブ／休まず営業　●京都駅前地下街ボルタ！休まず営業

？⑧　生誕250年記念展
22⑤「北斎の富士」富嶽三十六景と冨嶽百景

本展は、北斎生誕250年を昆念し、全作品に冨士をあしらった二大蓮作

「冨奴三十六景」と「富報百景」のすべてを紹介。今回「神奈川沖浪裏」

をはじめ4点の保存状態が良い秀作が発見され、今までの作品と色や形冨m三＋六景　「神奈川沖ifi－1

状の違いを見比べていただけます。また富士を題材にした他浮世絵師の

作品も特別壌示し、北斎芸術の新たな魅力を紹介します。

●美術館「え劃KYOTO
●10：00～20：00（最終Rur17：00閉館）　●入館締切：閉館30分前

●一般7°°円as’±￥生5°°Ht’］”中牲3°°円　　　　丁．・ll・・bl「えむ

藻お問い合わせ／075・352・1111（ジェイアール京郁伊勢丹大代表）まで　　　　　　　、、”1・1

、欝
斑懸皿囲圃菰京都劇場

　　　　　　　『マンマ・ミーア！』

♪壕絶max中

一・ 緒に誕．
幸せになろう。

2012年3月4日｛日）公演分まで好評発亮中！

●料金〔消費税込み）

S席：91800円　A席：7、500円

㌫謬7。認ぷ゜円　　剛匹温
劇団四季京都オフィス；TELeア5・353－S551　　　tWPt’“m－’9「’IP

●裏面にもイベント情報がございます。
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京都駅ビル開業15周年

1997年の開業より15年、2012年9月11日をもって京都駅ビルは15周年を迎えます。

　　　　　　　　開業以来、毎年約5，000万人のお客様にご利用いただき、

　　　　　　これまでに延べ6億人を超える皆様にご来館いただきました。

　　　　　15年間の感謝の気持ちを込めて、京都駅ビルでは2012年1月より

　　　　15ケ月間にわたり、様々なイベントやお得なサービスを実施します。

　　　　　　　　　　　　是非『京都駅ビル情報』をお見逃しなく！！

　　　　　　　　　　2鵬劒か調　　　　；1．．．一　塑⑨醸瞬顧触繭

tW3・。鑑蒜蕊㍑ζ星煕蕊薦藍．
　　　　　りを見せ、今や世界に息づくわが国の伝統文化として脈々と受け継

15＠　　　　　がれておりま克新春を彩る16流派の大作をぜひご覧ください。

／16・瓢鷲罐雲綴膿1當蕊
29⑤　一ジをお伝えしまe・

1／16⑧ 『京都駅ビル開業15周年記念商品券発売』

舗で使用可能な商品券を販売します。

　　　　　　※詳しくは右面をご覧くだざい。〔新

『京都駅ビルグルメフェア2012』

京都駅ビルの飲食店106店舗で2，000円（税込）

二繊饗轍欝磁i蟹魍

『京都駅ビルKIDS　DAY』

ゴールデンウィーク期聞中、子ど

もたちが楽しめるステージイベ
ントやプレイランド、スタンプラ

リーなどを実施1親子揃って京都

駅ビルで楽しんで1

『プラレールフェスティバル』

子どもたちに大人気のプラレール

のイベントを開催。新幹線など人

気の車両が走リ回る大迫力の「巨

大ジオラマ」やプラレールで自由
に遊べる「プレイランド」など楽し

さいっぱい。ファミリーでの思い出

を是非京都駅ビルで1

．
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クリスマスツリーが大リニューアル11
新しくなったツリーを中心に京都駅ビル

の各所をクリスマスー色に染め上げま
す。また、クリスマスシーズン以降も幻想

的なイルミネーションでお客様をお迎え

します。

※イベントの時悶・内容については予告なく変更する場合が己ざいます。あらかじめご了承ください．

※お問し、aせは，maS駅ビルインフオメーシ・ンTEし075．075－361・4401．」都胆レ．」瓦

『Happy　Xmas　Live　in京都駅ビル』

巨大クリスマスツリーをバックにファミリーで楽しめるライブステー

ジを開催2012年のクリスマスを京都駅ビルでお楽しみくだざい1

　　　一グルメフェア2013
2013年
　　　■田■ファイナルイペント

a
4

京都駅ビル15周年記念ピックアップイベント

16『京都駅ビル15周年パネル展
～⑤～私たちからのメッセージ～』
29京都駅の糠からee
　⑨変わりや歴史、京都駅

　　一ジをお伝えします。

　　●インフtメーション前

112⑧

ジェイアール京都伊勢丹開店15周年新春宝市
新年1月2日（月・振替休日）初売出し

各階ではお年玉袋

2f27＠開業15周年記念．べ。ト

荒牧陽子ディナー＆ショー

受付　　18：0e－．、お食事　↑8：30～、

10階では初夢宝箱 ショー　20100－一、お1人様15，000円

ー　
＄

●商品展示・申込受付：1月2日く月・振替休日）午前11時まで

●抽選時間：午前11時｜5分から

選リすぐりの旅行・宝飾・着物・寝具・服飾雑貨などの商品を

10万円，15万円、50万円、100万円、15e万円．　SOO万円でご用

意。展示した商品ごとにご応募いただき、、抽選のうえご当選

者にのみお買いあげいただきま坑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甦酬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェイアール京都伊勢丹

各階から人気フランドのお年

玉袋をご用意しました。他に
もお買い得品が各階からθ詳
しくはt’一一ムベージをご覧く

ださいvhtlp．〃www．w」r・
1setao．〔D．jp

ホテル会員料金　お1人様13500円

’t’テルグランヴィア京都が繰リ広げる数ある記

念イベントの1つ、ディナー＆ショーの開催決

定。今話題のものまねシンガー、荒牧隔子の歌

声と、ホテルの洋食コース料理を満喫していた

だけるディナー＆ショーでいつもと一味違う特

別なひとときをお過ごしください。

　　　　　　　　　　荒牧ma子　1
㊨・・TEL・GRA・VIA・KY。・・1

　　ホテルグランヴィア京都

※料金にはお料理、お飲み物eM貴税が含まれております。お食事はこ相席、ショーは全席指定となります。

※未就学児9のご利用は遠慮くだきい。

※会場内は全席禁煙です。チケットご賭入・お問い合わせは下記連絡先まで．
ホテルグランヴィア京酬el’e7S・3“・888S（大代表、お問い合わせは9会予約係まで）

1110＠・・31⑧

ザ・キューブ

クリアランスセール

111＠⑧

新春福袋セール
10：00スタート

10；00スタート

ザ・キューブB2Fモードフロアでは、1月10日

からクリアランスセールを開催いたします。寒

さが厳しいこの冬、今すぐに使えるアウターや

ニットなどが、お求め安くなっております。半期

に一度のこの機会を是非ご利用下さい。

皆様のお越しを心よりお待ち致しております1
　　The⊂UB∈
　　　　　京叡眼ビル辱門唐田

　専門店街ザ・キューブ

ボルタから恒例の魅力がタッブリつまった福袋

をお届けします。

1／2⑧一31⑧

ボルタの冬セール
］0：00スタート

ほしかった冬物トレンドアイテムをピックリプライスで！！

Porta
　　　v5Rnt下di

京都駅前地下街ボルタ

闇「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

　　　2／1【醐→2／29｛側　　㍉幽

京都駅ビルの飲食店106店舗で2，000円（税込）のご利用毎に1回抽選。15万円分の旅行券や話題

噂●ホテルグランヴィア京都

●京都拉麺小路

※一部、対象外店舗あり


