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【報道関係者各位】 

IGH-18-12 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

2019年 1月 15日 

 

～ インターゲートホテルズ開業記念～ 
東京駅前のイートイン型アンテナショップ『POPPING STAND』とのコラボ企画 

ホテル宿泊券を計 15組 30名様にプレゼント！ 

『京都・広島・金沢 おもてなしフェア』開催のお知らせ 

広島フェア 2019年 1月 16日（水）～1月 31日（木） 

  【開催期間】 京都フェア 2019年 2月   1日（金）～2月 28日（木） 

    金沢フェア 2019年 3月   1日（金）～3月 29日（金） 
 

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、新ホテルブラ

ンドとして「インターゲートホテルズ」を 2018年に誕生させ、第 1 号として『ホテルインターゲート京都 四条新町』を同

年 3 月に開業、続けて『ホテルインターゲート東京 京橋』を 4 月に開業し、第 3号として、2019年 1月 15日に『ホテ

ルインターゲート広島』、同年 3月 16日に『ホテルインターゲート金沢』を開業する運びとなりました。  

「インターゲートホテルズ」は、当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化し、地域

と共に歩んできたグランビスタのスピリットを継承する新ホテルブランドとなります。  

これらの「インターゲートホテルズ」の誕生を記念して、当社が開業する地域の京都、広島、金沢の特産品やお酒

等をお楽しみいただける『京都・広島・金沢 おもてなしフェア』を、東京駅前のイートイン型アンテナショップ

『POPPING STAND（ポッピングスタンド）』（東京都千代田区大手町）とコラボし、開催することとなりましたのでお知ら

せいたします。各フェア期間中に商品をお買い上げいただき、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、ホ

テルインターゲート広島、ホテルインターゲート京都 四条新町、およびホテルインターゲート金沢のペア宿泊券を各

5 組 10名様、計 15組 30名様にプレゼント致します。詳細は次頁をご参照ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【ホテルインターゲート広島】外観・客室 

（2019年 1月 15日開業） 
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■『京都・広島・金沢 おもてなしフェア』概要 

 

【開催日】 

① 『ホテルインターゲート広島』開業記念 

広島フェア  2019年 1月 16日（水）～1月 31日（木） 

② 『ホテルインターゲート京都 四条新町』開業１周年記念 

京都フェア  2019年 2月 1日（金）～2月 28日（木） 

③ 『ホテルインターゲート金沢』開業記念 

金沢フェア  2019年 3月 1日（金）～3月 29日（金） 

 

【開催場所】   イートイン型アンテナショップ『POPPING STAND』 

 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル B1F 

         Tel 03-6832-7363 

 

      ■POPPING STAND（ポッピングスタンド）とは… 

株式会社匠創生が運営する、地方の特産品や工芸品の魅力を伝えるイートイン型アンテナ 

ショップ。体験型の地方プロモーションを行っており、全国の特産品・工芸品の作り手をはじめ、地

方の魅力を伝えたい全国自治体、地方でサービス提供を行う事業所の販路拡大支援を行うと共に

地方産業の振興に貢献している。 

 

【営業時間】   月曜日 ～ 金曜日  12：00～22：00 

定休日 ： 土・日・祝日 

 

【内 容】   インターゲートホテルズの誕生を記念し、ホテルが開業する京都・広島・金沢の厳選した 

特産品やお酒を期間限定で販売し、『POPPING STAND』のイートインスペースでお楽しみ 

いただけます。期間中に商品をご購入いただき、アンケートに回答したお客様の中から 

抽選で、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広島、ホテルイン 

ターゲート金沢のペア宿泊券を各 5組 10 名様、計 15組 30名様にプレゼント致します。 

 

【商品例】    ＜広島フェア＞ 

◇かきめし・あなごめし 724円（税込）／（株）北洋本多フーズ  

◇かき屋のかきまるごとオイスターソース 540円（税込）／クニヒロ（株） 

◇瀬戸内レモンかりんとう 216円（税込）／（有）製菓宮本 

◇【レモ缶】ひろしま牡蠣のオリーブオイル漬け 540 円（税込）／ヤマトフーズ◇花ソーセージ 
411円（税込）／（株）長崎屋 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPPING STAND （ポッピングスタンド） 
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「インターゲートホテルズ」は旅慣れた「こだわり」のあるお客様をターゲットとしており、「All For Tomorrow」  

～「最高の朝」をお届けするホテル～をコンセプトとし、お客様と地域をつなぐ様々なサービスを取り入れています。 

 

サービス例 

インターゲートラウンジ 

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 

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 お夜食  

（お茶漬けバイキング、京都はぶぶ漬けバイキング） 

 

ホテルインターゲート京都 四条新町 概要 

所在地： 京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 387 

 

TEL：075-255-2221 

開業：2018年 3月 1日 

構造：地上 5階 

客室数：153室 

URL： www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo 

 

閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や

記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、

さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。 

 

ホテルインターゲート広島 概要 

所在地： 広島市中区鉄砲町 5番 16号 

TEL： 082-224-6110 

開業：2019年 1月 15日 

構造：地上 14階 

客室数：233室 

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

 

広島屈指の繁華街、八丁堀に2019年1月15日にグランドオープン。周辺にはお好み焼き店や郷土料理店も数多くあ

り、お食事にも便利です。平和記念公園へも電車で約10分と観光やレジャーの拠点にも最適です。 
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ホテルインターゲート金沢 概要 

所在地： 金沢市高岡町 2番 5号 

TEL： 076-260-7200 

開業：2019年 3月 16日予定 

構造：地上 12階 

客室数：166室 

URL： https://www.intergatehotels.jp/kanazawa 

 

2019年3月16日にグランドオープン予定。 

兼六園や近江町市場など徒歩圏内に位置し、観光に最適。男女別大浴場も完備。 

 

 

■ 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。 

 

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 5階 

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 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 

 

 

 


