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【報道関係者各位】 

IGH-18-23 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

2019年 2月 5日 

 

「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する 【ホテルインターゲート京都 四条新町】 

「舞妓はんから学ぶ京都の伝統産業」 イベント開催のお知らせ  
開催日時： 2 月 22 日（金） 20：30～22：00  （開場： 20:00） 

開催場所： ホテルインターゲート京都 四条新町 １F インターゲートラウンジ   
～京都市指定伝統産業品を身にまとう、舞妓はんの世界を味わえるひとときを～                                                 

 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

インターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：橋本ゆき子）では、京都の伝統産業・文化をご体験いただく

取り組みの一環として、「舞妓踊り」鑑賞や「お座敷遊び」の“金毘羅ふねふね” “とらとら”などをホテル内のラウンジ

でご体験いただけるイベントを 2 月 22 日（金）に開催いたします。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一見さんお断りなど敷居が高いイメージのあるお座敷体験を、リーズナブルでお気軽にご体験いただけるように、

ご宿泊のお客様を対象に本イベントをご用意いたしました。インターゲートラウンジ(1Ｆ)にて、舞妓はんによる演舞の

披露をはじめ、舞妓はんが身に着けている興味深い装束のご説明やトークショー、お座敷遊びの中でも特に人気が

高く思わず夢中になって笑いが絶えない“金毘羅ふねふね”、“とらとら”をご体験いただけます。 

また、京都市指定伝統産業のひとつである「京うちわ」や「和蝋燭」が当たる抽選会も開催いたします。 

さらに舞妓はんと記念撮影ができるオプション（1,000 円 税込）もご用意しております。 
 

ぜひこの機会に、京都観光の素敵な思い出づくりとして、本来、敷居が高く、奥深さの中にもたくさんのユーモアを

秘めた舞妓はんの世界を感じてみてはいかがでしょうか。 
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京都市では、京都市伝統産業活性化推進条例に基づき、京都市の伝統産業について、京都市伝統産業活性化推進審議会の

答申を受けて、７４品目を京都市の伝統産業に指定しており、今回の伝統産業・文化体験の中では、『舞妓はんの着物』が京都

市指定伝統産業となります。 

 

 

■『舞妓はんから学ぶ京都の伝統産業』イベントについて  

    

開催日時 ： 2019年 2月 22日（金） 20：30 ～ 22：00 ※開場  20：00 

開催場所 ： ホテルインターゲート京都 四条新町 １F インターゲートラウンジ 

開催内容 ： 1 ） 演舞 

2 )  トークショー  ※京都市指定伝統産業の装いをご説明いたします 

         3 ） お座敷あそび （金毘羅ふねふね、とらとら 他） 

         4 ） 抽選会 

         5 ） 記念撮影会 ※別途 1,000円（税込） 

対 象 者   ： ご宿泊のお客様限定とさせていただきます。 

         席数に限りがございますので、予めご了承ください。 

ご予約・お問い合わせ先 ： 075-255-2221 

 

【イベント  チケット料金】 

お座敷席   3,500円  お座敷遊びを抽選でご体験 いただけます。 

舞妓はんのサイン入り京うちわと和蝋燭のプレゼント 抽選券 付き 

ソファー席  2,000円  舞妓はんのサイン入り京うちわと和蝋燭のプレゼント 抽選券 付き 

チェアー席   1,500円  和蝋燭のプレゼント 抽選券 付き 

※表記は 1名様料金（税込）。 ※立ち見は無料。 

 

【オプション】 舞妓はんと一緒に「記念撮影会」限定 10組（1グループ・1カット） 1,000円（税込） 

※記念撮影会はどの席のお客様もお申込みいただけます。 

 

【イベント付き宿泊プラン】 

 

■ 【2月 22日（金）限定宿泊プラン】  

ホテルで舞妓はんの演舞やお座敷遊びが鑑賞できる特別プラン★舞妓はんから学ぶ京都の伝統産業   

～お座敷席（通常販売料金 3,500円税込）をセットにした宿泊プラン～ 

 

ご宿泊日 ： 2月 22日（金） 

料金    ： 1名様（1室 4名様利用時） 1泊朝食付き 10,582円（税・サ込）～ ※宿泊税別 

                 ※2名様、3名様のお部屋もご用意しております。 

 

プラン詳細・ご予約はこちら URL : https://directin.jp/?x=A3WQ76   

 

主催 / 株式会社 S-fleage 

共催 / ホテルインターゲート京都 四条新町 

協力 / 京都市産業観光局商工部伝統産業課・京都伝統産業ふれあい館 
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ホテルインターゲート京都 四条新町では、京都の魅力を多くのお客様に、より知っていただきたいとの思いから、2018 年 3 月の

開業以来、京都市のご協力のもと伝統産業・文化のコト体験をインターゲートラウンジ(1Ｆ)にて開催しております。  

伝統・文化体験詳細 URL: https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/event/ 

ホテルインターゲート京都 四条新町 お問い合わせ先 TEL ： 075-255-2221 

 

INTERGATE HOTELS では、グランビスタ ホテル＆リゾート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。」のもと、伝統産業や文化を体験できるワークショップやイベントを開催しております。 

グランビスタ ホテル＆リゾートは 2018 年 10 月 15 日（月）、「平成 30 年度京都市自治記念式典」において、 

京都市政の推進に尽力した企業や個人に贈られる「未来の京都まちづくり推進」部門で、表彰されました。 

 

 

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 

お問合せ： 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。 

 

■ 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、 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 

 


