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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 

【銀座グランドホテル】 東京都の Go To トラベル事業対象除外の解除により 

『Go To トラベル！特別宿泊プラン ～ホテル生活を満喫～』 販売開始 

ご利用期間 2020年 10月 1日（木）～2021年 1月 31日（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、

銀座グランドホテル (東京都中央区銀座、支配人：奥野 昭彦) では、ホテル生活を満喫する『Go To トラベル！

特別宿泊プラン ～ホテル生活を満喫～』の販売を開始いたします。※予約受付は 9月 29日（火）より開始。 

 

当社が適用する GoTo トラベル事業は、当社公式サイトからのご予約であれば、GoTo トラベル割引（通常プラン価

格の 35 %OFF）後の価格にてご購入いただけます。また、お客様によるご予約後の追加申請やクーポン取得、チェッ

クイン時のクーポン掲示などは一切必要ございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

今回の『Go To トラベル！特別宿泊プラン ～ホテル生活を満喫～』では、ホテル内のレストランにて、朝食と夕食をご

提供する 1泊 2食付き宿泊プラン、べッドルームにリビングルーム、バスルームを備えた 55㎡の広さのスィートルームをお

得な料金でご利用頂けるスィートルームプランをご用意いたしました。また、10 月 19 日（月）より、ホテルから徒歩圏

内の築地場外市場「魚河岸食堂」の 6店舗でご利用いただけるお食事券付き宿泊プランも登場いたします。駅から徒

歩 1 分、好アクセスの当ホテルで、ぜひこのお得なこの機会に、日常の生活から離れて過ごすひとときをお過ごしくださ

い。 

2020年 9月 29日 GRR-20-1 

URL: ginzagrand.com/go_to_travel/ 

Go To トラベル！1泊 2食付き宿泊プラン 

中華四川料理「銀座 桃花源」ディナーコース（イメージ） 

mailto:info@granvista.co.jp
http://www.ginzagrand.com/go_to_travel/
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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 

 

 

 

 

  

 

【GoTo トラベルのご利用方法】  

URL： ginzagrand.com/go_to_travel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル公式サイトで販売している GoTo トラベル割引対象宿泊プランは全て割引適用（通常プラン価格 

の 35 %OFF）後の価格です。お客様によるご予約時の追加申請やクーポン取得、およびチェックイン 

時のクーポン掲示などは必要ございません。 

 

※ GoTo トラベル割引対象宿泊プラン以外はキャンペーン適用外となりますので、ご注意ください。 

※ 地域共通クーポンは、2020 年 10 月 1 日（木）チェックインより、チェックイン時に通常プラン価格の 

15 %相当額のクーポンをお渡しいたします。 

・地域共通クーポンは 1 枚 1,000 円単位で発行する商品券です。お釣りは発生しません。 

・1,000 円未満の端数が生じる場合は、四捨五入を実施しており、端数が 500 円以上の場合は 

1,000 円のクーポンが付与されます。 

 

 

 

銀座グランドホテル 『Go To トラベル！特別宿泊プラン ～ホテル生活を満喫～』 概要 

ご予約・お問い合わせ：03-3572-4131 

ご利用期間：2020年 10月 1日（木）～2021年 1月 31日（日） 

  URL: ginzagrand.com/go_to_travel/ 

 

 

mailto:info@granvista.co.jp
http://www.ginzagrand.com/go_to_travel/
http://www.ginzagrand.com/go_to_travel/
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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 

 

  ■Go To トラベル！1泊 2食付き宿泊プラン  

  ～ホテル館内にあるレストランで 2食（夕食 / 朝食）を満喫～ 

 

➀「中華四川料理 銀座 桃花源（M2階）」  

URL : asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4W75&c1=31580&c2=001  

  多くの食材の中から、吟味を重ねた素材を贅沢にいかし、技術と粋、思想が織りなす四川料理の真髄に加え、 

独自の工夫と理念を盛り込んだ中国料理を提供するレストラン 

 ＜夕食＞「桃花源」  

       （前菜彩々 / 牛ヒレ肉の四川唐辛子炒め / フカヒレの姿煮込み  

大海老のチリソース / 麻婆豆腐 / やわらかい杏仁豆腐） 

※季節によりお料理内容は異なります。 

       ※1名様 12,000円相当のコース料理となります。 

 ＜朝食＞「銀座 羅豚」 朝食セットメニュー 

  価格：ツインルーム（18㎡）2名様 1室ご利用時 1名様（１泊） 

  GoTo トラベル適用販売価格（35%オフ）: 12,090円~  （通常プラン価格 18,600円~） 

  チェックイン時に 1名様につき 3,000円相当の地域共通クーポンをお渡しいたします。 

 

 ➁「おうどん 銀座 うらら（B1階）」  

URL : asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4W77&c1=31580&c2=001 

   力強いコシと優しい喉ごしが特徴なうどんを中心とした、和食レストラン 

 ＜夕食＞「うらら」 ワンドリンクサービス付き和食御膳 

（焼き物 / 天ぷら / お刺身 / ごはん※おうどんに変更可能） 

※1名様 3,000円相当のコース料理となります。 

 ＜朝食＞「銀座 羅豚」 朝食セットメニュー 

  価格：ツインルーム（18㎡）2名様 1室ご利用時 1名様（1泊） 

  GoTo トラベル適用販売価格（35%オフ）: 4,225円~  （通常プラン価格 6,500円~） 

  チェックイン時に 1名様につき 1,000円相当の地域共通クーポンをお渡しいたします。 

 

 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4W75&c1=31580&c2=001
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4W77&c1=31580&c2=001
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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 

■Go To トラベル！1日 1室限定 スイートルーム“THE GINZA NIGHT”プラン＜朝食付き＞ 

～ベッドルームにリビングルーム、バスルームを備えた 55㎡の広さのラグジュアリーな空間～ 

URL : asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4V2N&c1=31580&c2=001 

 

  

  価格：ギンザスイートルーム（55㎡）2名様 1室ご利用時 1名様（1泊） 

  GoTo トラベル適用販売価格（35%オフ）: 13,163円~ （通常プラン価格 20,250円~） 

  チェックイン時に 1名様につき 3,000円相当の地域共通クーポンをお渡しいたします。 

 

 

 

【10月 19日（月）より販売開始】 

■Go To トラベル！築地場外で市場飯（いちばめし）「魚河岸食堂」へ行こう！  

URL : asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4WC8&c1=31580&c2=001 

  ～築地から豊洲に市場が移転した後も賑わい続けている、東京の観光名所である 

築地場外市場「魚河岸食堂」の 6店舗でご利用できるお食事券（700円相当）～ 

  価格：ツインルーム（18㎡）2名様 1室ご利用時 1名様（1泊） 

  GoTo トラベル適用販売価格（35%オフ）: 3,575円~  （通常プラン価格 5,500円~） 

  チェックイン時に 1名様につき 1,000円相当の地域共通クーポンをお渡しいたします。 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4V2N&c1=31580&c2=001
https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A4WC8&c1=31580&c2=001
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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 

 

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 

銀座グランドホテルは、銀座の共有価値を発見し発信する「地域一番

館」を目指し、社会や人々の生活をより良くする文化・概念を銀座から

見いだし、世の中に発信していきます 

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

名称： 銀座グランドホテル 

所在地： 東京都中央区銀座 8-6-15 

TEL：03-3572-4131 

開業：2014年 5月 9日 

構造：地上 11階 

客室数：257室 

URL： ginzagrand.com 

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  

 

mailto:info@granvista.co.jp

