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【報道関係者各位】 

ＧＨＲ-18-11  

 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

2019年 1月 10日 

 

 

 

 
 

 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：須田貞則）は、当社のブランド

ステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化するホテルブランド「INTERGATE HOTELS」の
第 3号ホテルとしてホテルインターゲート広島を 2019年 1月 15日（火）に開業いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅先での滞在を有意義な時にするために、「最高の朝」をお届けすることが大切であると考える「INTERGATE 
HOTELS」は、快適で活力の湧くコンテンツを多彩にご用意しております。ホテルインターゲート広島では眺望の良い

最上階（14階）に位置するラウンジにテラス席を設け、めざめのこだわりのコーヒーや朝食、はちみつバイキング、お

夜食など、時間帯により異なるサービスを広島のやさしい季節のうつろいとともにお楽しみいただけます。 
また、旅先での新しい発見やつながりを見つけるきっかけづくりのお手伝いをしたいという想いのもと、「ゲスト」と

「地域」をつなげ、「旅行」を通して新たな発見を提供する場所としてさまざまなおもてなしをご提供いたします。 

～「最高の朝」をお届けするホテル INTERGATE HOTELS by GRANVISTA～ 
 

ホテルインターゲート広島  
2019年 1月 15日（火）開業 

「開業記念特別プラン」の販売 

インターゲートラウンジ/テラス 

P R E S S  R E L E A S E 
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開業記念特別プランのご案内 

ホテルインターゲート広島の開業を記念して、特別料金プランを 

ご用意いたしました。ぜひこの機会に、ごゆっくりとお寛ぎいただき、 

最高の朝を迎える滞在をお楽しみください。 

 

ご利用期間 2019 年 1月 15 日（火）～7月 12 日（金） 

通常料金 

部屋タイプ 人数 通常料金 

スタンダードシングルルーム １名様利用 21,168 円 

スーペリアダブルルーム ２名様利用 19,008 円 

スーペリアツインルーム ２名様利用 21,168 円 

 

特別料金 

部屋タイプ 人数 平日・休日 土・休前日 

スタンダードシングルルーム １名様利用 9,000 円 12,000 円 

スーペリアダブルルーム ２名様利用 7,000 円 10,000 円 

スーペリアツインルーム ２名様利用 8,000 円 11,000 円 

＊お一人様・ご朝食付き料金です（税金・サービス料込） 

 

・ご予約はお電話のみ受け付けております。 

※ご予約時は必ず、「開業記念特別プラン」と係へお伝えください。 

宿泊予約 ： 082-224-6110 

・禁煙ルームのご案内です。喫煙ルームをご希望のお客様は 

リクエストにて承ります。 

・繁忙期はご利用いただけない場合もございます。 

 

伝統文化のワークショップ 

広島ならではの伝統文化を学ぶことができるワークショップを定期的に開催い

たします。お土産を手作りしてお持ち帰りいただけるなど、お客様の旅の感動

をより大きなものにできるようお手伝いいたします。 

 

 

 

 

大 浴 場 

スーペリアツイン 

朝食イメージ 

ワークショップ（イメージ） 
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「ワークショップ」スケジュール 

１．水引き  2月 5日（火）、3月 5日（火） 

２．折形  1月 15 日（火）、2月 12日（火）、3 月 12日（火） 

３．和菓子づくり 1月 22 日（火）、2月 19日（火）、3 月 19日（火） 

時間 15：00 ～ 18：00 

料金 ￥1,500 ～ ￥3,500（料金は内容によって異なります） 

※開催日程・時間は予告なく変更になる場合がございます。 

 

【最高の朝をお届けする主なサービスコンテンツ】 

■Breakfast (心と身体がよろこぶ 楽しむ朝) 「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 

レ･ディシプル･ド･オーギュスト・エスコフィエ 栄誉称号授与 インターゲートホテルズ 

料理特別顧問 江本浩司 監修の「ここでしか食べられない朝食」をご用意。野菜が持って

いる本来の美味しさを最大限に引き出すとともに、めざめの力を与えてくれる 50種類以

上のお料理が並びます。地域限定のメニューも登場し、季節ごとの様々なラインナップを

お楽しみください。 

 

 

※「レ・ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエ」とは、現代フランス料理の礎を築いたとされる、オーギュスト・エスコフィエ氏の

“ディシプル＝正当な弟子”を意味するもので、卓越した技術と確かな経験を持つフランス料理人の証とされるものです。 

 

 

 

 

 

 

■INTERGATE LOUNGE  (人と地域が繋がる場所) 

   

 

 

 

 

 

 

 

江本浩司 

朝食ブッフェイメージ 

インターゲートラウンジ インターゲートラウンジ/テラス 
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・A cup  of coffee  (ホッとするコーヒーの味わいが居心地の良さを演出)  

「朝 1時間早く起きたくなる」地元のコーヒーショップと提携したこだわりの 

コーヒーカウンターを設置 

 

ゲストとホテル、地域を繋ぐコミュニケーションの入口として、滞在中ご利用いただけるコーヒーカウンターをご用意。

70年以上にわたって地元で愛されてきた寿屋珈琲飲料社より仕入れたこだわりのコーヒーをご提供いたします。 

 

インターゲートラウンジのサービス 

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。時間帯に応じてコーヒーなどのソフトドリンクや

お酒、夜食や朝食などをご用意しております。 

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。） 

 

6：00～7：00   こだわりのコーヒー・スムージー 

7：00～10：30   焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん （L.O. 10：00） 

10：30～21：00   こだわりのコーヒー・ソフトドリンク 

15：00～21：00   はちみつバイキング・お茶菓子など 

17：00～19：00   ハッピーアワー （ワイン・オリジナルカクテル等） 

21：00～23：00   お茶漬けバイキング 

 

  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はちみつバイキング お茶漬けバイキング 
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「ホテルインターゲート広島 施設概要」 

・開 業 日 2019 年 1月 15日（火） 

・住 所 広島県広島市中区鉄砲町 5 番 16号 

・施設構造 地上 14階建て 

・客 室 数 233 室 

・ア クセス 広島電鉄「八丁堀」電停より徒歩 3分 

・ご予約 お問い合わせ Tel：082-224-6110  Fax：082-224-6070 

 https://www.intergatehotels.jp/hiroshima/ 

 

<ホテル施設ロゴ> INTERGATE の Aの文字は「人」を表現しており、地名の他、      

その街を代表する意匠を加え、地域への思いを込めています。 

【INTERGATE HOTELS コンセプト】  

公式 HP： https://www.intergatehotels.jp/ 

ブランドコンセプト：All For Tomorrow ～「最高の朝」をお届けするホテル～ 

 

いい旅の起点となるここちよい朝。良質の睡眠はもちろんのこと、野菜をふんだん

に使いひと手間加えた「ごちそう野菜の朝ごはん」や地域の「こだわりの朝のコーヒ

ー」が旅の始まりを演出。また、地域の魅力を発見できる「人と人」「ホテルと人」「地

域と人」を繋ぐコミュニケーションの場としてご用意したラウンジスペースでは、地域

の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催。 最高の朝を迎える、

地域の文化に触れる旅をサポートするホテルです。 

※「INTERGATE HOTELS」は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

 

【INTERGATE HOTELS 開業施設】 

『ホテルインターゲート 京都 四条新町』 2018年 3月 1 日 開業 

『ホテルインターゲート 東京 京橋』 2018年 4月 1 日 開業 

『ホテルインターゲート 広島』  2019年 1月 15 日 開業 

『ホテルインターゲート 金沢』  2019年 3月 16 日 開業（予定） 

 

【グランビスタ ホテル＆リゾートについて】 

グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテ

ルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレス

トランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。 
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企業名： 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

所在地： 東京都千代田区内神田 2-3-4 S-GATE大手町北 5F 

創 立： 1958年 8月 27日 

資本金： 1億円 

代表取締役社長： 須田 貞則 

TEL： 03-5209-4121 （代表） 

URL： http://www.granvista.co.jp 

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp 

 

≪施設一覧≫ 札幌グランドホテル 札幌パークホテル 熊本ホテルキャッスル（提携施設） 銀座グランドホテル ホテル・ザ・ルーテル  

ホテルインターゲート京都 四条新町 ホテルインターゲート東京 京橋 ホテルインターゲート広島（2019 年 1月開業）  

ホテルインターゲート金沢（2019年 3 月開業） 白良荘グランドホテル ホテルゆもと登別 鴨川シーワールド 鴨川シーワールドホテル  

苫小牧ゴルフリゾート 72 佐野ハイウエイレストラン 足柄ハイウエイレストラン 大津ハイウエイレストラン 熱海ビーチライン  

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 担当：榮井、長澤、林 
TEL： 03-5209-4149  e-mail：info@granvista.co.jp 

 
株式会社ユース・プラニング センター 担当 大竹、福井 

TEL：03-3406-3411  e-mail：t-otake@ypcpr.com 当日のご連絡先：080-8846-7806（大竹） 

 


