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【報道関係者各位】 

 

IGH-18-22 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

2019年 2月 1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）が運営する、ホテ

ルインターゲート広島（広島市中区、支配人：笹木和直、2019 年 1 月 15 日開業）では、ホテル 1 階に新店として、

海外・国内（沖縄）リゾートウエディングブランド 「アールイズ・ウエディング」を展開する株式会社グッドラック・コーポ

レーション（本社：東京都品川区、代表取締役：堀田和宣氏）の中国・四国エリア初となる直営店、アールイズ・ウエデ

ィング 「リゾートウエディング相談カウンター 広島店」を 2019 年 3 月 1 日（金）にグランドオープンすることとなりまし

たのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「アールイズ・ウエディング」は、“風までも、思い出になるウエディング”をコンセプトに、ハワイ、グアム、バリ島の

海外ウエディングや、国内（沖縄）リゾートウエディングを手掛けるウエディングプロデュースブランドです。 

年間約 9,000 組のお客様のリゾートウエディングをプロデュースし、リゾートウエディングの特性を知り尽くしたプラン

ナーが、専任で一組一組のお客様をサポートいたします。 アールイズ・ウエディング 「リゾートウエディング相談カウ

ンター 広島店」では、リゾートウエディングをご検討中のお客様やどのような会場を選べばよいか迷われているお客

様に、より多くの情報や実際のご結婚を体験していただく環境をご提供いたします。花嫁様の為の多彩なサービスを

ご用意しておりますので、ぜひ一度ご来店ください。詳細は次頁をご参照ください。 

～「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 （1/15 OPEN）  

１階 新店開業のお知らせ 
 

アールイズ・ウエディング 『リゾートウエディング相談カウンター 広島店』 

3 月 1 日（金） グランドオープン 

               

 

アールイズ・ウエディング 「リゾートウエディング相談カウンター 広島店」 イメージ 
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■ アールイズ・ウエディング 「リゾートウエディング相談カウンター 広島店」 

グランドオープンについて 
 

名 称：    アールイズ・ウエディング 「リゾートウエディング相談カウンター 広島店」 

所在地：    広島市中区鉄砲町5-16   ホテルインターゲート広島 １階 

最寄駅：    広島電鉄「八丁堀」電停より徒歩３分 

席 数：    接客カンター 4席（VIP ROOM含む）、フィッティングルーム 2部屋 

営業時間：   11：00 ～ 20：00 ※定休日： 毎週 火曜日・水曜日 

TEL：    0120-802-630 

URL：    https://www.arluis.com/weddingcounter-hiroshima/ 

   

＜特徴＞ 

アールイズ・ウエディング 「リゾートウエディング相談カウンター 広島店」では、すでにご結婚式を挙げられたお客様

の実例を閲覧できる『実例検索カウンター』や、実際の結婚式の商品に触れられる体験コーナー、情報発信の場に

もなる花嫁向けのイベント、オリジナルドレスブランド「ウィズ ア ホワイト」の試着体験やトラベルプランナーによる旅

行相談会など、多彩なコンテンツをご用意しております。またいつでもプランナーと顔を合わせて相談できる「WEB相

談カウンター」を設置するなど、現地での下見が難しいリゾートウエディングだからこそ、綿密な打合せを重ね、思い

通りのウエディングを叶えていただけるサービスをご提供いたします。 

 

「アールイズ・ウエディング」では、リゾート地への出発から到着、現地でのウエディング＆パーティ、その後のハネム

ーンまで、挙式に関わる一連のサービスをトータルにサポートいたします。 

 

■会社概要 

会 社 名：    株式会社グッドラック・コーポレーション 

設   立：    2003 年 10 月 

所 在 地：   東京都品川区東品川 2-3-12  シーフォートスクエアセンタービル 10 階 

代 表 者：   代表取締役 堀田和宣 

事業内容：   海外・国内リゾートウエディングの企画・運営 

URL：      http://www.arluis.com/ 
 

                                     

「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 
 

広島屈指の繁華街、八丁堀に立地。広島市の花、キョウチクトウをモチーフ

にしたデザインを館内にあしらっています。眺望の良い最上階（14階）にインターゲートラウンジを設け、めざめの

こだわりのコーヒーやご朝食、はちみつバイキングやお夜食など、時間帯により異なるサービスをご提供。ラウン

ジに隣接する屋外テラス席からは広島のやさしい季節のうつろいと街並みをお楽しみいただけます。 
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【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＆リゾートの新ホテルブランドです。 

【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。 

 

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  

ホテルインターゲート金沢（2019年 3 月開業予定） 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  


