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【銀座グランドホテル】 ～ GoTo トラベル×もっと Tokyo 東京都民限定宿泊プラン‼ ～ 

「スイートルームでホテルを満喫」 販売開始のお知らせ 

ご宿泊期間：2020年 10月 24日（土）～2021年 1月３１日（日） 
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2020 年 10 月 23 日 GGH-20-2 

銀座グランドホテル 公式予約サイト URL: ginzagrand.com/index.html 

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、東京都及び東京観光財団が実施する都

内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」でお得にスイートルームを体験できる宿泊プランを 2020 年 10 月

23日（金）より販売いたします。 

 

銀座グランドホテルが誇る「ギンザ・スイートルーム」（55 ㎡）は、ベッドルームや、リビングルームに加え、最大 100 イン

チの大画面で鮮明な映像と迫力ある音響をお楽しみいただける、ホームシアターを完備しており、映画鑑賞やインターネ

ット動画を快適な空間でお楽しみいただけます。 

今回は、「ギンザ・スイートルーム」の体験だけでなく、ホテルＭ２階レストラン「中華四川料理 銀座 桃花源」にて、ふ

かひれの姿煮込みや名物“麻婆豆腐”など通常 1 名様 12,000 円相当の特別コース料理をご堪能いただく、お得で

豪華な 1泊 2食付きプランをご用意いたしました。 

是非、この機会にスイートルームで過ごす銀座グランドホテルでの 1日をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

銀座グランドホテルは、JR「新橋」駅から徒歩 3 分、地下鉄・銀座線「新橋」駅より徒歩 1 分に位置し、銀座 8 丁目

のランドマーク的な存在として皆様に親しまれています。 
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 🔶【東京都民限定】都内観光促進事業「もっと楽しもう！ToKyoTokyo」 

東京都及び東京観光財団が実施する、東京都民が都内を観光する際に 1 泊 5,000 円、日帰り旅行で 2,500 

円を補助する東京都独自の支援策です。 

お客様のお支払い金額は、各宿泊プランに記載の価格より、1 泊につき 5,000 円引いた価格となります。 

※チェックイン時、お住いの確認できる身分証明証をご提示いただきます。 

※東京都以外の地域にお住いのお客様からのご予約等、キャンペーン適用外の場合は、差額分をお支払いい

ただく必要がございます。 

※交付枠の上限に達し次第、終了いたします。 

【GoTo トラベルのご利用方法】URL：ginzagrand.com/go_to_travel/ 

※GoTo トラベルと「もっと楽しもう！ToKyoTokyo」は併用してご利用いただけます。 

 

【銀座グランドホテル】 GoTo トラベル 宿泊プラン×もっと Tokyo 宿泊プラン 概要 

ご宿泊期間：2020年 10月 24日（土）～～2021年 1月 31日（日） 

※交付枠の上限に達し次第、販売を終了いたしますので、予めご了承ください。 

お問い合わせ先：03-3572-4131 

 

■【GO TO トラベル割引対象プラン×もっと Tokyo】 

ギンザスイートルーム（55㎡）桃花源◆中国四川料理のふかひれの姿煮込付きコースディナー＜夕朝食付＞ 

URL: directin.jp/?x=A4XY82 

 

ギンザ・スイートルーム（55㎡）・・・ 

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で、カップルやご夫婦で、 

贅沢な時間をお過ごし頂けます。 

また、最大 100 インチの大画面で、鮮明な映像と迫力ある音響をお楽しみいただける、ホームシアターを完備 

映画鑑賞はもちろん、インターネット動画を見ながらホテルで快適にお過ごし頂けます。 

～スイートルームサービス～ 

➀季節のお菓子 

➁ミニバー 

➂ホームシアター(Nebula Capsule II ) 

④スクリーン(200ｃm×150cm) 

➄バスアメニティ 4点セット ～フランスの老舗ブランド EllaBache～ 

⑥薬用雪肌精スキンケア 3点セット  

➆KOSE雪肌精 MYV（みやび）4点キット  
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販売価格：ギンザスイートルーム（55㎡）2名様 1室ご利用時の 1名様あたりの価格 ※税・サ込 

GoTo トラベル×もっと Tokyo適用価格 平日・日曜（休前日の除く）限定 16,840円  

※通常販売価格 平日・日曜（休前日の除く） 33,600円 

GoTo トラベル適用価格（通常価格の 35％OFF）平日・日曜（休前日の除く）21,840円 

※チェックイン時に通常プラン価格の 15 %相当額の地域共通クーポンをお渡しいたします。 

 

宿泊プラン特典 駐車場ご利用無料 

 

《夕食》「中華四川料理 銀座 桃花源（M2 階）」 

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 

 

～コースメニュー～ 

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 円相当の特別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   

 

その他 GoTo トラベル×もっと Tokyo 東京都民限定宿泊プランは下記よりご確認ください。 

URL: ginzagrand.com/go_to_travel/ 
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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 

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  
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