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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

新北海道スタイル安心宣言で、お客様とスタッフの健康と安全を！ 

札幌グランドホテル 7月 1日(水)より営業再開 

ご宿泊、レストランの予約も 6月 22日(月)よりスタート 

 

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）が経営する、札幌

グランドホテル(札幌市中央区、総支配人：硲啓員) は、2020 年 7 月 1 日（水）より、段階的に営業を再開いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

        

札幌グランドホテルは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から 2020 年 6 月 30 日（火）まで一時営業を休

止いたしておりますが、お客様に安心してご利用いただけますよう、新型コロナウイルス感染症への各種安全対策を実施し、 

7月 1日（水）より段階的に営業を再開いたします。 

当ホテルでは、北海道庁から発表された「新北海道スタイル」安心宣言を踏まえ、お客様とスタッフの健康と安全を第一

に、公衆衛生を考慮して運営を実施してまいります。そのため、お客様にはホテル入口での検温の実施や手指の消毒などに

ご協力をいただき、スタッフの日々の健康管理にもこれまで以上に注意し、新たな衛生体制の強化に努めてまいります。 

また、これまでの外出自粛や長いお家時間で抱えたストレスをリフレッシュしていただけるよう、さまざまなプラン、商品を多数

ご用意しております。新しく誕生した 40 ㎡以上の客室で 3 密を気にせずゆっくりお過ごしいただく宿泊プランや、ビーフ、ポー

ク、チキンを好きなだけ召し上がっていただけるテーブルオーダーの食べ放題プラン、テイクアウトでお愉しみいただける毎年大人

気のシェフのカレーパン、トロピカルフルーツを使った新作のスイーツなど、暑い夏にもおすすめの商品が登場します。ぜひご期待

ください。 

 

2020 年 6月 18日  SGH-20-3 
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

 

  

 

  

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として 1934年に誕生し、北海道初の

本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。私たちはこれまでの歴史と伝統を大切に、これか

ら始まる新しい生活様式にもさまざまなエッセンスをプラスできるよう、いつも皆様に寄り添うホテルづくりを目指してまいります。 

 

◇◆◇ おすすめのプラン、商品概要 ◇◆◇ 

 

【レストラン・ホテルショッププラン】 

ご予約開始日時  2020年 6月 22日(月) 10:00～ 

ご予約・お問い合わせ先  011-261-3376（食堂予約係） 

 

■ 数量限定のおまかせパンセット  

ホテルのブーランジェが焼き上げたオリジナルのおまかせパンセット￥1,500 相当を特別価格でご用意しました。さらに、ホテル

内のレストランで使える 10％OFF チケット付き！期間、数量限定販売です。 

 

ご利用期間  2020年 7月 1日(水)～7月 5日(日) 10:30～19:00 

料    金  ￥1,000（税込）※￥1,500 相当のおまかせ詰め合わせ 

ご利用店舗  ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館 1階） 

         ※数量限定販売 

 

■ テイクアウトにおすすめ！華麗なるシェフのカレーパン  

毎年大好評のホテルシェフ考案のオリジナルカレーパンが今年も登場。工夫を凝らしたさまざまなカレーパンはついつい全種類

食べたくなるクセになる味わいです。 

 

ご利用期間  2020年 7月 1日(水)～8月 31日(月) 10:30～19:00 

料    金  各￥300（税込） ※テイクアウトの価格です 

ご利用店舗  ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館 1階） 

メニュー例   7月 ・ナッツとレーズンのデニッシュカレーロール 他 

         8月 ・キーマカレーキッシュパン 他 
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

 

 

  ■ 夏を感じる サマースイーツ  

マンゴーとココナッツ、パッションフルーツやパイナップルなど、トロピカルフルーツを使った南国気分のスイーツをご用意しました。 

 

ご利用期間  2020年 7月 1日(水)～7月 31日(金) 10:30～19:00 

ご利用店舗  ザ・ベーカリー＆ペイストリー（東館 1階） 

メニュー例   ・マンゴープリン ￥500（税込） 

         ・トロピカルあんみつ ￥500（税込） 他 

         ※テイクアウトの価格です 

 

■ Power Dinner －色々お肉の食べ放題－  

ビーフ、ポーク、チキンの 3 種のお肉が食べ放題のプラン。グリル、ロースト、ソテーなど熱々の旨味をオリジナルのソースでご提

供いたします。  

 

ご利用期間  2020年 7月 1日(水)～8月 31日(月) 17:00～21:00 

料    金  おひとり様￥4,500（税サ込）  

ご利用店舗  ノーザンテラスダイナー（東館 1階） 

 

 

■ 冷麺フェア  

暑い夏にぴったりのさっぱりとした冷麺。具材がきれいに盛られた定番の五目入り冷麺と黄鶴オリジナルのスープ冷麺の 2種を

ご用意しております。 

 

ご利用期間  2020年 7月 1日(水)～8月 30日(日)  

11:30～14:30（L.O.） 

料    金  各￥1,850（税サ込）  

ご利用店舗  チャイニーズダイニング黄鶴（東館 2階） 
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

  

【宿泊プラン】 

ご予約・お問い合わせ先  011-261-3324（宿泊予約係） 

 

■ 新ルーム プレミアキングダブルルーム誕生記念スペシャルプラン  

新しく誕生した 44㎡の客室「プレミアキングダブルルーム」にて、ごゆっくり滞在いただける特別プランをご用意いたしました。 

「北海道の自然と寛ぎ」をテーマにした客室は、ソファとテーブルを配した寛ぎのスペースと眠りの質を追求したシモンズ社製の

200cm のキングサイズベッドでお過ごしいただけるベッドスペースに分かれ、お客様ご自身のライフスタイルに合わせた使い方

が可能です。 

 

ご宿泊期間  2020年 7月 1日(水)～2020年 12月 31日(木) 

料    金  おひとり様 ご一泊 ￥9,990（税サ込）～  

※1室 2名様利用の場合 

特    典  レイトチェックアウト 13時（通常 11時） 

         館内利用券おひとり様 1泊につき￥1,000 分 

            ※室数限定販売 

U  R  L  https://grand1934.com/offer/accommodation/premier_king_double_room/ 

 

■ 【北海道民限定】たまにはゆっくりホテルステイプラン  

遠くへの旅行を控えている方にもおすすめ。近場でゆっくりお過ごしいただけるプランをご用意いたしました。自粛生活で疲れた

心と体をリフレッシュ。北海道民限定の特別プランです。 

 

ご宿泊期間  2020年 7月 1日(水)～2021年 2月 28日(日) 

料    金  おひとり様 ご一泊 ￥4,050（税サ込）～  

※1室 2名様利用の場合 

特    典  レイトチェックアウト 13時（通常 11時） 

ファーム富田「ラベンダーバスオイル」 

（おひとり様 1 泊につき 1個） 

U  R  L  https://grand1934.com/offer/accommodation/202007plan/ 
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

  

 

【新北海道スタイル安心宣言を踏まえたホテルの取り組み】 

 

札幌グランドホテルでは、北海道庁から発表された「新北海道スタイル」安心宣言を踏まえ、お客様とスタッフの健康と安全、

公衆衛生を第一に、以下の対策およびお客様にお願いをさせていただいております。 

 

●検温の実施 

ホテル入館口に AI体温検知カメラを設置し、検温を実施いたします。 

37.5℃以上の発熱をされているお客様、また体調の優れないお客様は、ご入館をご遠慮いただいております。 

※37.5℃の基準は行政の指針によるものです。 

●アルコール消毒液の設置 

各フロアにおけるロビーやレストラン、宴会場、ホテルショップに消毒液を設置し、お客様がよりご利用いただきやすい安全・安

心な環境整備に努めております。皆様のご協力をお願いいたします。 

●マスクの着用をお願いいたします。 

●ホテル内の通常清掃に加え、不特定多数のお客様が触れる箇所は定期的な消毒を実施しております。 

●エレベーターや喫煙所につきまして、過密防止のため、定員を制限させていただきます。ご利用の際は、譲り合ってご利用

いただきますようご協力をお願いいたします。 

 

その他、宿泊・レストラン・宴会に関する詳細の取り組みにつきましては下記ページよりご確認くださいませ。 

https://grand1934.com/offer/season/safty/ 
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［報道関係お問い合わせ先］ 

札幌グランドホテル マーケティング室 担当：高倉  

E-mail：etakakura@granvista.co.jp Tel：011-261-3336  

  

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： granvista.co.jp 

Facebook： facebook.com/granvista.co.jp 

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、

市民の社交場として 1934 年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテ

ル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951 年

5 月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年 6 月には

日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者とし

て歩み続けております。 

※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

名称： 札幌グランドホテル 

所在地： 〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1条西 4 丁目 

開業： 1934年 12 月 11 日 

構造： 地上 17階・地下 2 階 

客室数： 494 室・986名 

URL： grand1934.com 

Facebook： facebook.com/grand1934 

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） 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 ホテルインターゲート大阪 梅田（2021年春開業予定） 銀座グランドホテル ホテル・ザ・ルーテル 京町屋 京都二条 さわら木の宿  

京町屋 京都ぎをん 八坂の宿 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 神戸市立須磨海浜水族園（指定管理）  

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  
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