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【報道関係者各位】

9 月 6 日は「回転レストランの日」
北海道×京都『回転レストラン』共同企画

回転レストランでプロポーズする参加者 1 組を募集
北海道、京都で遠距離恋愛しているカップルが対象

北海道唯一の回転レストランを持つセンチュリーロイヤルホテル（総支配人:桶川昌幸／札幌市中
央区北5条西5丁目）の「スカイレストラン ロンド」と京都唯一の回転レストランを有するリーガロ
イヤルホテル京都(総支配人: 藤井友行／京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地)の「フレ
ンチダイニング トップ オブ キョウト」は、2022年9月6日「回転レストランの日」（一般社団法人
日本記念日協会認定）より、回転レストランでプロポーズを希望する参加者1組を募集いたします。
同記念日の認定から5年目を迎えることを記念した取り組みで、コロナ禍が長引く中、遠距離恋愛を
しているカップルを応援するために企画いたしました。
プロポーズは、レストランシェフとホールスタッフ、企画・広報スタッフがホテルならではの総合
力で、お好みや味付けなど事前の打ち合わせでお聞きした料理の提供や指輪を渡すタイミング等、特
別感あふれるプロポーズをお手伝いいたします。プロポーズ当日のディナーや宿泊代、お相手の航空
券代を両ホテルが負担いたします。
（ご要望内容により、別途費用が必要な場合がございます）。
応募条件は、北海道、京都府間で遠距離恋愛をしており、お相手と結婚する意志のある未婚のカ
ップルなどで、プロポーズ当日に回転レストランへ来店可能な方となります。なお、各種メディア
の取材対応、ウェブ、テレビなどでの映像公開への承認が必要となります。ホテル公式ホームペー
ジの専用フォームからの申し込みで、応募多数の場合は抽選いたします。応募は 11 月 30 日（水）
までとなります。
全国のホテルで回転レストランを営業しているのは、当ホテルとリーガロイヤルホテル京都の 2
ホテルのみとなった今、これからも 360 度パノラマの景色と特別なお料理、そして心に残るサプラ
イズを演出する「記念日レストラン」であることをより多くの人に伝えてまいります。
実施概要は別紙の通りです。
【報道関係の方のお問い合わせ先】
センチュリーロイヤルホテル 営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯（おおゆ）
TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331

9月6日は「回転レストランの日」
北海道×京都『回転レストラン』共同企画
「回転レストラン 遠距離カップルプロポーズ応援企画」 実施概要
■募集期間：2022 年 9 月 6 日（火）「回転レストランの日」～2022 年 11 月 30 日（水）
■主 催 者：センチュリーロイヤルホテル スカイレストラン ロンド
リーガロイヤルホテル京都 フレンチダイニング トップ オブ キョウト
■後

援：一般社団法人 日本記念日協会

■プロポーズ実施日：2023 年 1 月 10 日（火）～3 月 31 日（金）の間で「当選者」が主催者のレスト
ランでプロポーズできる日。
※店舗や宿泊の予約状況によっては、変更のご相談をする場合がございます。
※2023 年 2 月 4 日（土）～2 月 11 日（土）を除く（センチュリーロイヤルホテル）
※2023 年 2 月 6 日（月）
・3 月 25 日（土）を除く（リーガロイヤルホテル京都）
■本企画に係る費用：無料（※）
※本企画ではプロポーズ当日に主催者のレストランで提供するディナーコース（2 名様分）、宿泊費
（2 名様分）、プロポーズを受ける方の航空券代（往復 1 名様分）は、主催者で負担いたします。そ
れ以外の諸費用は、すべて当選者様でご負担ください。（但し、主催者の指定する航空会社をご利用
いただきます）
※お打合せのため、プロポーズ当日までに 1～2 回程度プロポーズするホテルにご来館いただきます。
※打ち合わせ場所までの交通費等はご負担下さい。
■募集組数：1 組 2 名様
■特

典：

（ １ ）プロポーズ当日の航空券付き宿泊プランをプレゼント（往復航空券費用 1 名様、宿泊 2 名様分）
（ ２ ）プロポーズ当日、主催ホテルのレストランで提供するディナー（2 名様分、飲料別）
（ ３ ）プロポーズで利用しなかった主催ホテルのディナー付宿泊券をプレゼント（2 名様分、1 泊 2 日）
■募集対象：ご応募いただける方は、次の要件を満たしている方とします。
（１）下記①〜⑤全てに該当する方。
①北海道と京都府で遠距離恋愛していて、お相手と結婚する意志のある方。
②上記①に該当する未婚のカップル。
③上記①、②に該当し、お相手もプロポーズされることを知っているカップル。
④お二人とも 18 歳以上の方。
⑤本企画に応募することをお相手も同意している。
（２）プロポーズを予定している方が北海道にお住まいの場合はセンチュリーロイヤルホテルで、
京都府にお住まいの場合は、リーガロイヤルホテル京都で事前に打ち合わせに来ることが可能な
方。プロポーズで利用するレストランは、プロポーズする方の居住地にあるホテルになります。
（３）プロポーズ当日に、主催者のホテルのいずれかでプロポーズすることが可能なお二人。
（４）プロポーズ当日の様子を録音・録画または写真撮影することをご了承いただける方。ホテルのホー
ムページ等のほか、新聞やテレビ、SNS などのメディアで顔、名前、年齢が公表されること、取
材を受けることにご了承いただける方。

（５）上記（４）により録音・録画、写真撮影された素材を、放送、インターネット配信、DVD 等あら
ゆる媒体において地域・期間・回数の制限なく利用することをご了承いただける方。
（６）上記（４）
（５）の利用において、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等、一切の権利を
主張しないことをご了承いただける方。
（７）カップルが暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係がないこと。
（８）プロポーズ日のスケジュールが調整可能な方。

■応募方法：
企画詳細 URL（http://www.cr-hotel.com/n_restaurant/topics/propose_collabo2022.html）から
要項に同意の上、専用申し込みフォームに必要事項をすべてご入力いただき、お申込みください
※ご応募は、お一人様 1 回限りとさせて頂きます。

・お二人がどのように出会ったのか、出会い方のエピソード、または、「応募者」が結婚を
決めたきっかけや理由のエピソード（いずれも 100～150 字程度）をご記入のうえご応募ください。
・入力していただいた個人情報は厳正な管理の下、保管いたします。
・情報によってはこちらからメール等で連絡させていただく場合がありますが、ホームページ上で
個人が特定されたり、許可なく情報が公開されることはありません。
■参加者の決定

決定

応募多数の場合は、厳正な抽選の上、「当選者」を決定します。

通知 2022 年 12 月 15 日（木）ごろを目処に、プロポーズが決定した方（本企画の申し込み者）
にのみホテル事務局よりご連絡いたします。
■注意事項

（１）プロポーズ内容、開始時間等の詳細は、当選者決定後、連絡します。
（２）本企画は、各種メディアでの公開や、SNS での拡散を前提としております。
つきましては、当選者様への当選連絡の際に、プロポーズを受ける方がメディア露出しても
問題ないかどうかヒアリング（再確認）いたします。
（３）当落に関するお問合せには一切お答えできかねますのでご遠慮下さい。
[応募に関するお問い合わせ]
センチュリーロイヤルホテル

イベント係

TEL:011-210-9340（直通）

リーガロイヤルホテル京都

イベント係 TEL:075-361-9149（直通）

------------------------------------------------------------------------------------参考：「回転レストランの日」について
回転レストランを有する北海道札幌市の「センチュリーロイヤルホテル」と京都府京都市の「リーガ
ロイヤルホテル京都」が共同で制定。フロアがゆっくりと回転することで、景色を360度パノラマで
楽しみながら食事の出来る回転レストランの魅力をより多くの人に伝えるのが目的。日付は回転にち
なんで9と6を「く（9）る（6）く（9）る（6）
」と読んで9月6日にいたしました。(2018年8月20日認定)
※一般社団法人 日本記念日協会公式サイトより（https://www.kinenbi.gr.jp/）

◇これまでの共同企画について
●2018年8月20日 回転レストランの日（9月6日）を制定
●2018年9月1日(土)～10月31日(水)

コラボレートメニューの販売

●2018年11月1日(木)～2019年1月31日(木)「私と回転レストラン川柳」を募集
●2019年1月8日(火)～2019年2月28日(木) 旅する回転レストラン コラボレートディナーの販売
※リーガロイヤルホテル京都は2019年1月4日(金)より提供開始
※2019年1月22日(火)・23日(水)は、リーガロイヤルホテル京都「フレンチダイニング トップ オブ
キョウト」当時のシェフ中田宏氏がセンチュリーロイヤルホテル「スカイレストラン ロンド」に来店
※2019年2月19日(火)・2月20日(水)は、センチュリーロイヤルホテル「スカイレストラン ロンド」の
シェフ古川浩気がリーガロイヤルホテル京都「フレンチダイニング トップ オブキョウト」に来店

●2020年9月1日(火)～2021年2月28日(日) 北海道、京都の食材を用いた特別料理をリレー形式で販売
●2021年9月2日(木)～6日(月) 回転レストランをイメージした「食前のお愉しみ」を提供
●2022年年9月1日（木）～9月11日（日）
「昭和レトロディナー」を提供
◎レストラン概要
※新型コロナウイルス感染予防対策により営業時間等に変更がある場合がございます。詳細は各ホテルにお問い合わせください。

リーガロイヤルホテル京都

ホテル名

センチュリーロイヤルホテル

店舗名

フレンチダイニング トップ オブ キョウト

スカイレストラン ロンド

場所

14階(11階より専用エレベーターに乗換)

23階(22階より専用階段)

営業時間

12:00～15:30(L.O.14：00)
ディナー17:00～21:30(L.O.20:00)
※定休日：毎週月・水曜日
ランチ 5,500円～
ディナー12,100円～
全88席(内 個室2室・4～8名)
※個室は、別途個室料有 ※個室は回転しません

ランチ11:30～15:00
ディナー16:00～22:00(コースL.O.20:30)

全席

全席

料金
席数・個室

禁煙席

ランチ 2,300円～
ディナー7,000円～
全68席
※個室無し

施設概要
名 称
所在地
連絡先
開 業
総支配人

センチュリーロイヤルホテル
〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 2 番地
TEL：011(221)2121 FAX：011(231)2538
URL：http://www.cr-hotel.com/
1973 年（昭和 48 年）5 月 10 日
桶川 昌幸

名

リーガロイヤルホテル京都

称

所在地
連絡先
開 業
総支配人

〒600-8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町 1 番地
TEL：（075）341-1121 FAX：
（075）341-3073
URL：https://www.rihga.co.jp/kyoto
1969 年（昭和 44 年）11 月 1 日
藤井友行
以上 2022 年 8 月 31 日現在

