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株式会社ビオスタイル（本社：京都市下京区、社長：三浦達也）では、3月 15日(火)から 4月 10日(日)ま

で、当社が運営する複合型商業施設 GOOD NATURE STATION にて、季節イベント「GOOD NATURE HARU FES（グ

ッド ネイチャー ハルフェス）」を開催いたします。 

 

春にしか食べられない旬のいちごを使用したスイーツや、新生活を応援するおすすめ商品などが勢揃

いする春の祭典。期間中は施設前の広場や館内にも春らしい装飾を施し、レストランやショップはもち

ろん、建物全体が春一色に染まります。心と体に心地いい “GOOD NATUREな春”をお愉しみください。 

 

本リリースに関するお問い合わせ・取材について 

株式会社ビオスタイル 広報宣伝部 担当： 中久保・石井 

TEL：075-352-6677 

e-mail : nakakubo-rina@biostyle.co.jp(中久保)、ishii-risa@biostyle.co.jp(石井) 

いまが旬のいちごスイーツをはじめ、新生活アイテムに春色のホテル客室まで 

一足早く、建物全体が春一色に展開！ 

「GOOD NATURE HARU FES」 開催 

【期間：3月 15日（火）〜4月 10日（日）】 

 



   

春を感じる、いちごをふんだんに使ったメニュー。 

◆ERUTAN RESTAURANT/BAR 

京都産 有機いちごのアフタヌーンティー 

京都産の有機いちご「かおり野」をふんだんに使用した、

3月限定のアフタヌーンティーが登場。 

いちごが主役となり、スタンドにあしらった装花たちが春

の装いを更に引き立たせます。 

 

 

 

 

メニュー名： AFTERNOON TEA 『京都産 有機いちごのアフタヌーンティー』 

期   間： 3月 1日(火)～3月 31日(木) ※前日 15:00までの事前予約のみ 

提 供 時 間： 平日 13:00〜17:00(15:30最終入店)、 土日祝 14:00～17:00 (16:00最終入店) 

料   金： 3,800円 

場   所： 1階「ERUTAN RESTAURANT/BAR」 

ご予約・お問合せ：075-352-3714（直通） 

         https://www.tablecheck.com/ja/shops/erutan/reserve 

※お席のご利用 2時間制 / フリードリンク 90分制 

 ※1日 30食 限定販売 ※アレルギー対応または交換は出来かねます。予めご了承ください。 

 

◆Hyssop 

あまおう苺の蓮花 

春の訪れを感じさせる、あまおういちごをたっぷり使用し

た豆花。水面がキラキラ光る様子をイメージしたエルダーフ

ラワーのジュレ、ピーナッツ、白小豆やタロイモ団子など

様々な味や食感を楽しむ事ができます。 

草花茶の甘酸っぱいシロップをベースに、別添えでお付け

する豆乳ときび糖で作った練乳をかけると、コクがでて違っ

た味わいになります。 

 

メニュー名： あまおう苺の蓮花 

期   間： 販売中～3月末頃 

提 供 時 間： 14:30～17:30 

料   金： 1,200円 

場   所： 4階「Hyssop」 

ご予約・お問合せ：075-352-3714（直通） ※ヴィーガン対応商品 



   

◆MARKET 

手軽に楽しめるピクニックセット 

3,000円分の館内利用券がついた、ピクニックセットを販

売します。 MARKETで人気のデリやお菓子でランチ、お酒や

おつまみを選んで外飲み、季節限定のいちごメニューなど  

お好きな商品を持って、徒歩すぐの鴨川や施設前の広場

（MAENIWA）のテーブル、ホテルの中でなど、様々なスタイ

ルでピクニックをお楽しみいただけます。 

 

 

期 間： 3月 19日（土）～4月 10日（日）の土日祝 

提 供 時 間： 10:00～ ※17:00 までに貸出品は要返却となります。 

料 金： 5,500円（デポジット 1,000円含む） 

場 所： 1階「MARKET」 

販 売 方 法： 各日先着 5セット 

セット内容： バスケット（布付き）・シート・タンブラー（カカオティー入り）・ 

3,000円分の館内利用券・カトラリー 

 ※写真はイメージです。 ※貸出品ご返却時にデポジット 1,000円をお返しいたします 

 

いちごを使用したオリジナルフード＆スイーツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期   間： 販売中 

提 供 時 間： 10:00～20:00 

場   所： 1階「MARKET」 

濃厚なコクが特徴の「美山

みるくそふと」に自家製ソ

ースとジューシーないちご

をトッピング。 

 

 

いちごの美山そふと 

料 金： 600 円 

はとむぎ粉配合の、もちも

ちの無添加白コッペパンに

京都産のいちごをサンド。 

 

 

 

いちごのフルーツサンド 

料 金： 540円 

有機豆乳といちごの自家製

ドレッシングでいちごの酸

味、クリームチーズのコ

ク、クスクスとナッツの食

感が楽しめる春サラダ。 

 

いちごとクスクスのサラダ 

料 金：1,404円 



   

◆MAENIWA 

「うつみ農園」いちごの収穫体験 

京都市山科区で農業を営むうつみ農園。現地でも人気のいちご狩り体験が GOOD NATURE STATION に出

張。京都の市街地にいながらも、春の恵みを感じていただけます。 

 

期 間： 3月 19日（土）・26日（土）・4月 9日（土） 

提 供 時 間： 10:00～15:00 ※なくなり次第終了 

場 所： 1階「MAENIWA」 

参 加 条 件： 当日館内でのお買い上げ総額税込 3,000円以上のレシートを持参 ※お一人様 1回限り 

 

◆RAU 

春の新作スイーツ登場 

“情景を形状で表現する唯一無二のパティスリー”「RAU」より、新作のスイーツが登場。 

春にぴったりの、限定スイーツを販売予定です。 

 

発 売 日： 4月上旬頃 

 

新生活は、心から愛せるモノ・コトと。 

◆NEMOHAMO／KA SO KE KI 

GOOD NATUREな新生活を応援 

春から始まる新しい毎日のそばに、せっかくなら心から愛

せるモノ・コトを。 

毎日使う日用品、日々のおうちごはん、身の回りの生活雑貨

など、新生活にぴったりのアイテムをご用意しました。 

グッドネイチャーで、心と体に心地いい暮らしをはじめま

せんか。 

 

（写真左から） 

・NEMOHAMO ボディソープ／2,200円 

・NEMOHAMO ハンドソープ／1,650円 

・NEMOHAMOソルティハミガキ／1,540円 

・ヨハク マスキングテープ／550円～ 

・Encle d’encle ボタニカルペーパー／396円 

 

提 供 時 間： 11:00～19:30 

場   所： 3階「NEMOHAMO」、「KA SO KE KI」 

 



   

春におすすめのワークショップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆GOOD NATURE STATION ONLINE 

オンラインショップにて「新生活特集」 

期待膨らむ新生活におすすめのアイテム・ギフトを取り揃えています。 

U R L： https://online.goodnaturestation.com/ 

 

◆GOOD NATURE HOTEL KYOTO 

フラワールームがリニューアル 

昨年の春から販売を開始した人気の FLOWER ROOM「Pink ROOM」のお部屋がリニューアルして登場。ボ

リューム感とピンクの色味が鮮やかになり、より華やかになりました。 

「環境に配慮した持続可能（サステナブル）なお花」ともいわれる、ドライフラワーを全面に装飾。ピ

クニックに行きたくなるような花束のカゴバックは撮影アイテムにもご使用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間： 販売中 

料 金： 1室 2名利用時 28,000円～ 

ご 予 約： https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/gnh-kyoto/plans/10038443 

 

 

 

・アロマ香るフラワーボックスワークショップ 

期   間： 4月 2日(土)、4月 16日(土)  

提 供 時 間： 14:00〜 所要時間約 1時間半 

料   金： 4,400円 

定 員： 6名 

場   所： 3階「KA SO KE KI」 

ご予約・お問合せ： 

https://goodnaturestation.com/activity/experience

/activity-10037/ 

 

・アロマミストワークショップ 

期   間： 4月 9日(土)  

提 供 時 間： 13:30～ 所要時間約 1時間半 

料   金： 3,000円 

定 員： 6名 

場   所： 3階「KA SO KE KI」 

ご予約・お問合せ：  

https://goodnaturestation.com/activity/wo

rkshop/activity-10098/ 



   

春を感じる装飾を実施。 

春は明るく優しい色の花が咲き誇る季節。「MAENIWA」は“SPRING COLORS”をテーマに、フレッシュな

グリーンと元気あふれる春の花を見て、わくわくしていただきたい、という想いでデザインしました。 

 「MARKET」では、いちごは一房からたくさん実をつける縁起の良い果実ということから、皆さまの新生

活にもたくさんの実りがありますように、というイメージで装飾します。 

 

1階 正面広場 MAENIWA                           1階 MARKET 

 

期 間： 3月 15日(火)～4月 10日(日)  

場 所： 1階 「MAENIWA」、「MARKET」 

 

※全て税込み(一部サービス料込み)表記となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ビオスタイルについて 

㈱ビオスタイルは、京都・四条河原町に 2019年 12月に開業した複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の運営を

行う京阪ホールディングスのグループ会社。“信じられるものだけを、美味しく、楽しく。人も地球も元気にする 

「GOOD NATURE」”というコンセプトの下、サステナブルな商品開発、施設運営を行っています。これらの企業活動

を通じ、SDGs達成に貢献するとともに、社会と調和した持続的な成長を目指します。 

本リリースに関するお問い合わせ・取材について 

株式会社ビオスタイル 広報宣伝部 担当： 中久保・石井 

TEL：075-352-6677 

e-mail : nakakubo-rina@biostyle.co.jp(中久保)、ishii-risa@biostyle.co.jp(石井) 

 


