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［報道関係お問い合わせ先］ 

株式会社グランビスタホテル＆リゾート 広報・PR 担当：榮井、林 

Tel: 03-5209-4149   Fax: 03-5209-4145  E-mail: info@granvista.co.jp 

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

価値体験型ホテル 「ホテルインターゲート大阪 梅田」 

2021年 4月開業（予定）のお知らせ 

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 5 号

ホテルとして「ホテルインターゲート大阪 梅田」を計画しておりましたが、コロナ禍の影響により本年 12 月開業予定より後ろ

倒しし、2021 年 4 月（予定）に開業する運びとなりましたので、お知らせいたします。 

 

「ホテルインターゲート大阪 梅田」は、周辺にオフィスや大型商業施設が立ち並ぶ西梅田地区にあり、JR「大阪」駅桜橋

口へ徒歩 5 分、地下鉄「西梅田」駅へも徒歩 3 分でアクセスできる好立地に位置し、交通の利便性・立地の良さを生か

し、ビジネス需要や国内外の観光客の宿泊ニーズを捉えたホテル運営を計画しています。 

 

2020 年 8 月 28 日  GHR-20-3 

intergatehotels.jp/osaka_umeda/ 

【外観（イメージ）】  

【客室（イメージ）】  

【インターゲートラウンジ（イメージ）】  

https://www.intergatehotels.jp/osaka_umeda/


 

 

2 

［報道関係お問い合わせ先］ 

株式会社グランビスタホテル＆リゾート 広報・PR 担当：榮井、林 

Tel: 03-5209-4149   Fax: 03-5209-4145  E-mail: info@granvista.co.jp 

 

  

 

 

価値体験型ホテル（価値ある時間を過ごせるホテル）のインターゲートホテルズは、『All For Tomorrow 「最高の朝」

をお届けするホテル』をブランドコンセプトに掲げ、「焼きたてパンと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」

で旅の始まりを演出いたします。 

 

また、地域の魅力を発見できる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“コト体験”イベントを 

定期的に開催し、ご宿泊のお客様に好評いただいております。 

※現在は新型コロナ感染拡大防止のため、ラウンジスペースでのイベントは中止しております。今後の動向により 

ホテル内でのサービス内容は随時変更しておりますので、詳細はホームページをご確認ください。 

 

 

「ホテルインターゲート大阪 梅田 施設概要」        

・開 業 日  2021 年 4 月 （予定） 

・住 所  大阪府大阪市北区梅田二丁目 

・階 数  地上 18 階 

・客 室 数  386 室 （予定） 

・ア ク セ ス  JR「大阪」駅桜橋口より 徒歩 5分、 

阪神「梅田」駅より 徒歩 5 分 

地下鉄四つ橋線「西梅田」駅 10 号出口より 徒歩 3 分 

JR東西線「北新地」駅より 徒歩 5 分 

 

【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。 
 

【ホテルインターゲート大阪 梅田 ロゴ】   

 

 「ホテルインターゲート大阪 梅田」のロゴには、大阪の地を代表する       

大阪城の意匠を加え、地域への思いを込めています。 

 

 

 

https://www.intergatehotels.jp/
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【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 

 
 

【「INTERGATE HOTELS」 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)  朝食テーマ：「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 

「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、和洋 50 種

   類以上のお料理をブッフェスタイルでご用意いたします。 

 

 

■Intergate Lounge  (人と地域が繋がる場所)   
 

滞在中、何度でもご利用いただけるインターゲートラウンジには、 

「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。ウエルカムコーヒーはもちろんのこと、ソフトドリンク 

やアルコール、またお夜食など、ご利用いただく時間によって、いろいろな 

お飲物や軽食をお楽しみいただけます。 

伝統・文化体験のワークショップも定期的に開催いたします。 

 

 

■Guest Room  （眠りという旅が、いい一日を連れてくる） 
 

『快眠を追求したこだわりの寝具』 

世界各国のラグジュアリーホテルに導入されているシモンズベッド社と 

共同開発した「INTERGATE HOTELS」のオリジナルマットレスを全室配備。 

クッション性はもちろんのこと、吸湿性・放湿性・通気性にも配慮した 

仕様が上質な睡眠をサポートいたします。 

 

 

 

 

【ホテルインターゲート東京 京橋】 

【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】  
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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 

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 4 月開業予定） 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  

 


