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彫刻家・名和晃平氏が率いる Sandwichがディレクションしたアートを館内に展示 

「レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ」 
2021年 3月 1日（月）グランドオープン 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広

島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾
せ お

 吉郎
よ し ろ う

、以下、ベッセルホテルズ）は、2021年3月1日

（月）、「レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ」（支配人：大鋸
おおのこ

 渉
あゆみ

）を、京都市にグランドオープンいたします。 
 

「REF（レフ）」は、Regional（地域）・Experience（経験、体験）・Flexible（自由に、柔軟に）を由来とし、その土地に

ある自然、芸術、工芸や食文化など、地域の個性を掘り出すことで、お客様に旅の本質的な価値をご提供する、ベ

ッセルホテルズで 4 つ目となるホテルブランドです。定期的なイベント開催や、お客様ご自身でお作りいただく朝食

など、お客様に体験・経験いただくことを重視し、地域の皆さまにもお楽しみいただける街のシンボルとなるようなホ

テルを目指します。 

 

■ HOTEL CONCEPT 

ホテルコンセプトは、「THE BAR」。京都独特の「もてなす文化」を現代的に解釈し、アート・伝統工芸とおもてなしを

MIX した新しい空間と環境を提案。多様な表現・感性に触れることで人と人の心が通い、インスピレーションが湧いて

くる場として、あり続けることを目指しています。 

 
■ クリエイティブメンバー  

 「THE BAR」という、おもてなしをもとにしたホテルコンセプトに、数多くのスペシャリストが集まり、お互いに調和しな

がらジャパニーズモダンデザイン、現代アート、植栽などで、居心地のよい新しい京都らしさを追求しました。 

 
 

クリエイティブディレクション ／ インテリアデザイン・外観デザイン監修 中原 典人 

建築家・インテリアデザイナー／UDS株式会社 取締役副社長／一級建築士 

１９６８年生まれ。和設計事務所を経て、１９９９年 UDS 入社（旧都市デザインシステム）。 コー

ポラティブハウス、賃貸住宅などの住宅をはじめ、ホテル・商業施設・オフィス など、建築にとど

まらず、インテリア・プロダクトデザイン等も手がける。余白を残すこと、マイナスのデザインをコン

セプトに空間を組み立てる。 

 
 

 

日本の美を現代様式に解釈し、インテリアデザインから小物に至るまで、シンプルでありながら、繊細

なデザインを心掛けました。シンプルなデザインにすることで、京都の現代アートや伝統工芸が引き立ち、

京都らしさを肌で感じることができる環境を作ることができました。(中原氏) 

 



 

アートディレクション ／ Sandwich 

彫刻家の名和晃平が 2009 年に創設した現代美術・建築のスタジオ。アーティストの創作活動

を支え、そのビジョンを具現化し、京都から世界へと発信。近年ではアートパビリオン「洸庭」な

ど、アートと建築が融合するプロジェクトも手がける。日本の若手作家によるアートホテルの草分

け的存在「HOTEL ANTEROOM KYOTO」、美大生の共同アトリエをテーマにしたカフェ「スタ

ーバックスコーヒー京都 BAL店」などの企画、運営に関わる。 

 

 京都のアートシーンで活躍する作家を中心に作品を選出し、館内の様々な場所に配置しました。食べ

ることや眠ること、楽しい会話など、日常的な行為のすぐそばにアートワークが寄り添います。美術館や

ギャラリーでの緊張感あふれる「鑑賞」とは異なる形で、アートと新たな関係を結ぶ場としてお楽しみいた

だければと思います。（名和氏） 
 

ランドスケープデザイン ／ 荻野 寿也 

〈荻野 寿也氏プロフィール〉 

1960 年大阪府生まれ。1989 年家業である荻野建材に入社。緑化部を設立。ゴルフ場改造

工事を機に、植栽を研究する。1999 年アトリエが第十回大阪府みどりの景観賞奨励賞を受

賞。以後、独学で造園を学ぶ。2006 年荻野寿也景観設計開設。2013 年長野県松本市景

観賞受賞。2015年第 25回日本建築美術工芸協会賞（AACA賞）優秀賞共同受賞。 

 

賑やかな京都駅からホテルに訪れる人々に癒しと安らぎを感じてもら

えるよう、木漏れ日に包まれる半屋外空間を植栽で描きました。ベンチ

に腰掛けながらすぐ近くで感じられる花の香りや潤い豊かな苔・シダ、

大地とつながる石、木々の揺らぎや爽やかな風を楽しんでもらえればと

思っております。四季を通して変化する庭の表情を、宿泊される度の楽

しみの１つにしていただければ幸いです。(荻野氏) 

 

フラワーアーティスト ／ MICHIKO 

〈MICHIKO氏プロフィール〉 

生花店勤務後、渡仏。PARIS にて生花店勤務、創作活動開始。2007 年より、東京に拠点を

定めフラワーアーティストとしてデビュー。広告、雑誌等の撮影用のフラワーワークや店舗、

イベント装飾で活躍。生花・植物だけでなく造花・布・紙などを使い独創的なフラワーアート

の世界を創りあげる。                                                        

 

京都の伝統色の「京紫色」や「京藤色」「胡粉色」を取り入れたアレン

ジです。ドライ加工された植物はユーカリの実、シダの葉、ツル、ナン

キンハゼなどをセレクト。銀色の花器に映える京都の色を合わせること

で雅な和モダンを表現しました。(MICHIKO氏) 

 

アプリケーションデザイン ／ SU+（スプラス） 

〈SU+プロフィール〉 

ワクワクを探す、ドアになる。この世界にあるさまざまな場所の、気候・歴史・⽂化。そんなあ

りのままの魅⼒がいっぱいにつまった素材。そして、それを支え、創り出し、変化させる⼈。

そんな地域や⼈の魅⼒、モノの後ろにあるたくさんの⼤切なストーリーを引き出し、感じても

らえるようなアイディアを、⼀⾜先に⾃分でも気づかなかった新しい「いいな」に出会えるチ

ャンスをつくりだします。 

 

和をテーマに、日本の伝統色を用い、小物をオリジナルで製作し

ました。すべてをモジュール化することで、置く場所に合わせてレイア

ウトが変更できるようにしています。 シンプルなデザインで、飽きの

来ないものを追求して、デザインしています。(SU+氏) 

 



 

■ 館内随所にアートを配置                      ■ 京都の伝統工芸品を展示 
 
館内を彩るアート作品を館内随所に配しております。      伝統工芸品を発信する取り組みとして、QR コー

ドから作品の情報を入手できる工夫をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ バーでは「ご褒美の想てなし」をご提供 
 

   「ご褒美の想てなし」をコンセプトに、お客様の心と体を想った、ドリンクやフードメニューを提供いたします。ホ

テルコンセプト「THE BAR」のもととなっているバーでは、レフ京都八条口 by ベッセルホテルズでしか味わえな

い、オリジナルメニューを多数ご用意。ビタミンレモンモヒートや日本酒飲み比べセットなどのアルコールメニュー

や、小川珈琲などの京都にちなんだメニューをご用意しております。フードには、京都食材を使ったおつまみを

はじめ、お食事メニューもご用意いたします。宿泊のお客様だけでなく、地域の皆さまにもお気軽にお立ち寄り

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「包む－tutumu－」がコンセプトの朝ごはん 
 

 人や物に対する心づかいである「包む」文化。日本独自の文化を、朝食からも感じていただけます。おいしさ

を包む・楽しさを包むという意味が込められた「包み寿司」は、100 パターン以上の組み合わせを楽しむことが

でき、お客様オリジナルの「包み寿司」をお作りいただけます。 
 

【メニュー例】 

包み寿司 

お好みのベースに、お好みの具材を包んで 

楽しむ包み寿司。具材には、のり・錦糸卵・お揚げなど 

和のものをはじめ、サンチュにトルティーヤもご用意。 

包みスイーツ 

京都の銘菓である生八つ橋やクレープに、わらびもちや 

フルーツなどのお好きな具材を包んで自分好みの 

オリジナルスイーツをお楽しみいただけます。 
 

【営業時間】 6:00～9:30 

【朝食料金】 宿泊の方：大人 1,000円／6～12歳 800円／5歳以下無料 ※開業記念価格 

外来の方：大人 1,500円／6～12歳 1,300円／5歳以下 800円 



 

■ 定期的なイベント開催 
 

レフ京都八条口 by ベッセルホテルズでは、宿泊のお客様や地域の皆さまにもお楽しみいただけるイベン

トを定期的に開催いたします。 
 

第 1回ワークショップイベント 

3 月 8 日(月)の国際女性デー（ミモザの日）に合わせ、日比谷花壇様をお呼びしフラワーアレンジメントのワ

ークショップをお楽しみいただけます。 
 

  【実施日】  2021年 3月 7日(日)   【料金】  １人 2,500円 

 

 

 

■ 施設情報 
 

 目で感じる温かみや香りなど、お客様の五感に響くような木を基調にした空間で、記憶に残るような居心地の

良い環境をご提供。館内随所で「おもてなし文化」を体感いただけるホテルを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バー                               テラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食会場                              ラウンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          客室フロア                                 外観 

 

 



 

■ 客室情報 
 

2 階から 9 階の客室フロアには、12.3 ㎡から 42.2 ㎡まで、全 5 タイプ 124 室の客室を設けております。

木のぬくもりや香りを感じられる全室禁煙の客室で、やすらぎのひとときをお過ごしいただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スタンダードシングル【30室】 

 140cm×1台（ベッド） 16.2 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スタンダードツイン【43室】 

120㎝×2台（ベッド） 17.2㎡～19.3㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プレミアムツイン（庭園付）【2室】 

120㎝×2台（ベッド） 41.2㎡～42.2㎡ 

100㎝×2組（布団） 

 

 

 

［他客室タイプ］ 

 

・シャワーブースシングル【48室】 

140㎝×1台（ベッド） 12.3㎡～13.8㎡ 

 

・アクセシブルシングル【1室】 

140㎝×1台（ベッド） 16.5 ㎡ 

 

 

 

■ 宿泊料金素泊まり（1泊 1室あたり料金／税込） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広さ １名 ２名 3名 4名

12.3～13.8㎡ \8,000～ \10,000～ ― ―

16.2㎡ \8,500～ \10,500～ ― ―

17.2～19.3㎡ \10,500～ \12,500～ \14,500～ \16,500～

41.2～42.2㎡ \15,500～ \18,500～ \21,500～ \24,500～

16.5㎡ \8,500～ \10,500～ ― ―アクセシブルシングル

客室タイプ

シャワーブースシングル

スタンダードシングル

スタンダードツイン

プレミアムツイン



 

■ サービスの特徴 
 

- 18 歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。さら

に、5歳以下のお子様は朝食も無料。 

- お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品

を無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。 

- クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。男性、女性それぞれにアメニティをご用

意しております。 

- ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。お茶の文化が盛んな京都を感じていただけ

るよう、「お茶 BAR」をご用意。お子様にもお楽しみいただけるよう、ジュースをご用意いたします。 

 

 

■ 安心してご利用いただくために 
 
レフ京都八条口 by ベッセルホテルズでは、お客様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイル

ス感染症対策を徹底しております。家族旅行やご友人との旅行、またお仕事の機会にも、安全な環境で京

都の魅力を感じられる「レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ」をご利用ください。 

 

 

■ ホテル概要 
 

名称   レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ 

所在地   京都市南区東九条室町 57番地 

開業日   2021年 3月 1日 

建物設置者   JR西日本不動産開発株式会社 

運営   株式会社ベッセルホテル開発 

設計   株式会社 INA新建築研究所 西日本支社 

インテリアデザイン  UDS株式会社 

ランドスケープデザイン  荻野寿也景観設計 

施工   美樹工業株式会社 

建物概要   敷地面積：803.07㎡ 

延べ面積：2,996.47㎡ 

構造 ：鉄骨造地上 9階建 

客室数 ：全 124室 

 

 

 
■ 株式会社ベッセルホテル開発 会社概要 

 
社名 株式会社ベッセルホテル開発 

本社所在地 〒720-0077 
広島県福山市南本庄三丁目 4番 27号 
TEL（084）920-1230 FAX（084）920-1156 

設立 2003年 9月 24日 

資本金 1,000 万円 

決算月 3月 

株主構成 株式会社ベッセル 100％出資 

代表者 代表取締役社長 瀬尾 吉郎 

ベッセルグループ 株式会社ベッセル 
株式会社ベッセルテクノサービス 
株式会社ベッセルセントラルサービス 
公益財団法人しぶや美術館 

ベッセルグループ従業員数 2,075 名（ベッセルグループ 2021年 2月 1日現在） 

 



 

■ グループホテル 
 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ベッセルホテル開発 マーケティング課 担当：遠藤・池田・須内（すのうち） 

〒720-0077 広島県福山市南本庄三丁目 4番 27号 

TEL：084-920-1230  FAX：084-920-1156 

1 ベッセルホテル福山 121室 2000年 3月開業 広島県福山市 

2 ベッセルイン福山駅北口 117室 2002年 3月開業 広島県福山市 

3 ベッセルホテル倉敷 120室 2002年 4月開業 岡山県倉敷市 

4 ベッセルホテル熊本空港 132室 2004年 8月開業 熊本県菊池郡大津町 

5 ベッセルホテル石垣島 126室 2005年10月開業 沖縄県石垣市 

6 ベッセルホテル福岡貝塚 124室 2006年 2月開業 福岡市東区 

7 ベッセルホテル東広島 126室 2006年 6月開業 広島県東広島市 

8 ベッセルホテル苅田北九州空港 128室 2006年11月開業 福岡県京都郡苅田町 

9 ベッセルホテル都城 128室 2008年 1月開業 宮崎県都城市 

10 ベッセルイン上野入谷駅前 76室 2011年 2月開業 東京都台東区入谷 

11 ベッセルイン広島駅前 85室 2012年 2月開業 広島市南区西蟹屋 

12 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 161室 2012年 3月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

13 ベッセルイン札幌中島公園 196室 2013年 2月開業 札幌市中央区 

14 ベッセルイン八千代勝田台駅前 78室 2013年 9月開業 千葉県八千代市 

15 ベッセルイン博多中洲 166室 2014年10月開業 福岡市博多区中洲 

16 ベッセルホテルカンパーナ京都五条 238室 2015年 9月開業 京都市下京区 

17 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館 163室 2016年11月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

18 ベッセルイン心斎橋 133室 2017年 5月開業 大阪市中央区 

19 ベッセルイン滋賀守山駅前 120室 2017年 8月開業 滋賀県守山市 

20 ベッセルホテルカンパーナ名古屋 233室 2018年10月開業 名古屋市中村区 

21 ベッセルイン栄駅前 225室 2018年11月開業 名古屋市中区 

22 ベッセルイン千葉駅前 172室 2019年 3月開業 千葉市中央区 

23 ベッセルホテルカンパーナすすきの 296室 2019年 6月開業 札幌市中央区 

24 レフ熊本 by ベッセルホテルズ 229室 2019年12月開業 熊本市中央区 

25 ベッセルイン京成津田沼駅前 92室 2020年 2月開業 千葉県習志野市 

26 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート 229室 2020年 3月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

27 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート プレミア 48室 2020年 7月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

28 レフ大宮 by ベッセルホテルズ 198室 2020年 9月開業 さいたま市大宮区 

29 レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ 124室 2021年 3月開業 京都市南区 

30 ベッセルインなんば 123室 2021年 開業予定 大阪市中央区 

31 ベッセル松山市駅ホテル(仮称) 208室 2021年 秋開業予定 愛媛県松山市 

32 レフ関空泉佐野 by ベッセルホテルズ（仮称） 222室 2022年 夏開業予定 大阪府泉佐野市 

 福山ニューキャッスルホテル 
（運営：株式会社ベッセル） 

218室 
 
1984年 7月開業 広島県福山市 

 合計 5,155室   


