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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   

 

 

 

【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】  

～GoTo トラベル 地域共通クーポンを利用してお部屋で伝統文化体験～ 

「地域応援！お部屋で気軽にクラフト体験キット」販売開始のお知らせ 

販売期間：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）が運営する価

値体験型ホテル“インターゲートホテルズ” では、客室内でお気軽にご体験いただける地域の伝統文化のクラフト体験

キットの販売を 2020年 10月 1日（木）より開始いたします。 

GoTo トラベルご利用のお客様は、地域共通クーポンで体験可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホテルインターゲート東京 京橋】江戸組子の麻の葉文様 コースター作り 

 

当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する”インターゲートホテルズ”は、各エリアの

伝統文化をホテルを通して発信する活動を行っております。この度、コロナ禍でも安心して地域の伝統文化にふれてい

ただけるよう、客室のプライベートな空間で体験できる「クラフト体験キット」をご用意いたしました。 

 

【インターゲートホテルズの伝統文化発信活動】 

2018 年 3 月に誕生した”インターゲートホテルズ”は、京都、東京、広島、金沢と事業を展開しており、来年 4 月に

は、大阪での開業を予定しております。インターゲートホテルズでは、各地域の伝統文化をホテルにご滞在のお客様や

地域の皆様へ、発信することを目的としたワークショップやイベントを開催しております。 

 

2020 年 9 月 23 日 IGH-20-8 
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地域共通クーポンについて 

10月 1日（木）より、GoTo トラベルをご利用のお客様に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。 

 

 

 

 

 

～GoTo トラベル 地域共通クーポンを利用してお部屋で伝統文化体験～ 

 「地域応援！お部屋で気軽にクラフト体験キット」 概要  

 

販売期間：2020年 10月 1日（木）～2021年 1月 31日（日） 

実施ホテル：インターゲートホテルズ 全 4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） 

販売場所：フロントにて販売しております。制作の必要な道具など一式お渡しいたします。 

 

 

■ホテルインターゲート京都 四条新町  「京こま作り体験」   

〒604-8214 京都府京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 387 番地 / お問い合わせ先：075-255-2221 

 

 

 

 

 

 

 

「円滑」「円満」などの意味があり、古くから縁起の良いものとされているカラフルな“京

こま”。お好みの色合わせでオリジナルの京こま作りをお楽しみください。 

販売価格：2,000 円（税込） 

協力：京こま「雀休」 https://www.shinise.ne.jp/jakkyu 
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■ホテルインターゲート東京 京橋  「江戸組子の麻の葉文様 コースター作り」  

〒104-0031 東京都中央区京橋 3 丁目 7 番 8 号 / お問い合わせ先：03-5524-2929 

 

 

■ホテルインターゲート広島  「大竹和紙×古布miniわし手帖作り / 水引でもみじのストラップ作り」 

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 5 番 16 号 / お問い合わせ先：082-224-6110 

 

■ホテルインターゲート金沢  「こけしの絵付け体験」 

〒920-0864 石川県金沢市高岡町 2 番 5 号 / お問い合わせ先：076-260-7200 

 

  

木のパーツを組み合わせて作る「組子細工」。接着剤など使用せず、木材がぴっ

たりと噛み合うことにより、職人の技を手に感じることができます。 

販売価格：1,500 円（税込） 

協力：山川英夫（山川建具）  

株式会社マイスタープロモーション http://meipro.tokyo/ 

 

大竹和紙×古布mini わし手帖作り 

江戸時代より 400 年にもわたり栄えてきた『大竹和紙』と着物の古布を使った 

手のひらサイズの手帖。  

販売価格：1,000 円（税込） 

 

水引でもみじのストラップ作り 

縁を結ぶといわれている水引で広島県の木であり、花である「もみじ」を制作。 

販売価格：1,000 円（税込） 

協力：一般社団法人ひろしまきもの遊び https://www.kimonoasobi.info/ 

石川の伝統工芸である加賀友禅を纏ったこけし。本物の生地の滑らかさや色合

いの美しさなど加賀友禅の魅力をお楽しみいただけます。 

販売価格：1,500 円（税込） 

協力：金澤こまち https://namicha416.wixsite.com/kanazawakomachi/ 
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【インターゲートラウンジのサービス内容について】 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として、一部営業内容を変更しております。 

 ※従来のサービス内容は右記 URL をご確認ください。URL: intergatehotels.jp/ 

 

 10 月 1 日（木）以降の変更内容は以下の通りです。 

【朝食】従来のブッフェスタイルから洋食セットメニューに変更しておりますが、順次ブッフェスタイルでご提供してまいります。 

ホテルインターゲート京都 四条新町 10 月 16 日（金）よりブッフェスタイルにてご提供いたします。 

ホテルインターゲート東京 京橋    洋食セットメニューにてご提供中 

ホテルインターゲート広島        10 月 1 日（木）よりブッフェスタイルにてご提供いたします。 

ホテルインターゲート金沢        10 月 16 日（金）よりブッフェスタイルにてご提供いたします。 

・はちみつバイキングは、アフタヌーンサービスに名称を変更し、お茶菓子（地域の銘菓などを小皿盛で提供）やドリンク 

などをお楽しみいただけるサービスをご提供いたします。 

・お茶漬けバイキング（21:00～23:00）は中止とさせていただきます。 

・ワークショップ、イベントは引き続き中止とさせていただきます。 

※随時、営業内容は変更となりますので、詳細はホテルの HP をご確認ください。 

 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について】 

感染症対策の基本方針に基づき、インターゲートホテルズでは、お客様や従業員の安心・安全な環境を守るための対策に

日々取り組んでおります。 

▼当ホテルの新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について 

 URL: intergatehotels.jp/information/covid-19/ 

 

■入館時 

・全てのお客様へアルコール消毒の実施 

 

■チェックイン 

・入列規制 

密接防止のため足型の待機ラインに沿って順番にお並びいただくようお願いしております。 

・体調の確認 

お客様の体調の確認、海外渡航歴等をお伺いする、健康状態確認書へのご記入をお願いいたします。 

ホテル側が感染の疑いがあると判断した場合には、お客様のご了解を得た上で保健所・相談センターに相談・指示を仰ぐ事

があります。ご相談についてお客様のご了解を得られない場合、またはご相談後の保健所や相談センターの指示に従ってい

ただけない場合には、ホテルのご利用をお断りする事がございます。 

 

■客室 

・客室内の換気 

空調機器の外気導入による客室内の換気が可能です。 

 

 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/
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■インターゲートラウンジ  

・入店時のマスク着用 

ラウンジにお越しの際にはマスクの着用をお願いしております。 

・入店時に全てのお客様へアルコール消毒の実施 

ラウンジ前に消毒用アルコールの設置、入店前には手指の消毒をお願いしております。 

・体調の確認 

入店時にお客様の体調の確認をいたします。発熱・咳・風邪の症状がある場合は入店をお断りしております。 

・一部座席のご利用停止による距離の確保 

密接防止のため一部座席のご利用を停止し、座席間の距離を確保いたします。 

 

■パブリックエリア 

・エレベーターのご利用の一部制限 

エレベーター内の過密防止のため、定員を制限いたします。また、エレベーターご利用時の前後には手指の消毒をお願いして

おります。 

 

■チェックアウト 

・エクスプレスチェックアウト 

客室のテレビ画面からチェックアウトのお手続きが可能です。カードキーはお部屋にそのまま、スタッフ、機器との接触なくご出発

いただけます。※滞在中の追加利用がない場合のみご利用いただけます。 

・入列規制 

チェックイン同様、密接防止のため足型の待機ラインに沿って順番にお並びいただくようお願いしております。 

 

■ その他の新型コロナウイルス感染予防のための取組みについて 

・飛沫感染予防のパーテーションの設置 

フロントデスク、インターゲートラウンジのコーヒーカウンターに飛沫感染予防のため、パーテーションを設置、 

定期的に消毒を実施しております。 

・客室および館内施設の設備、備品の消毒の実施 

ホテル館内施設の設備・備品を、通常の清掃に加え、使用都度または定期的に拭き取り清掃・消毒を実施 

いたします。 

・客室およびインターゲートラウンジを含むパブリックエリアの換気 

客室の清掃時およびインターゲートラウンジ、大浴場等では空調の外気導入、館内の窓の開放により換気を 

行っております。 

・館内での接客業務の際にマスクを着用 

・定期的な手指の消毒の実施 

・スタッフの健康管理の徹底（就業前の検温とチェックシートを使用した健康管理） 

mailto:info@granvista.co.jp
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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 

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。 

All For Tomorrow ～「最高の朝」をお届けするホテル 

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） 

ホテルインターゲート大阪 梅田   （2021 年 4月開業予定） 

 

URL： intergatehotels.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  
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