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【報道関係お問い合わせ先】 

札幌グランドホテル マーケティング課 担当：高倉   TEL：011-261-3336  FAX：011-231-1934 

札幌パークホテル  マーケティング課 担当：澤田   TEL：011-511-3143  FAX：011-531-8514 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  札幌パークホテル yukikazu_sawada@granvista.co.jp 

   

 

はじまる、サブスク！第二のご自宅、仕事場を目指して 

札幌グランドホテル・札幌パークホテル 

どうみん応援サブスクリプション宿泊プラン 

2021年 2月 9日（火）より発売開始 

2021 年 2 月 9 日  SGH-20-15   

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：長瀬隆則)、札幌パークホテル(札幌市中央区、総支配人：荒木田康)の両

ホテルでは、2021年 2月 9日（火）より、どうみん応援サブスクリプション宿泊プランを発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

札幌グランドホテル                        札幌パークホテル 

 

With コロナ時代の新しい生活様式、新しい働き方が浸透しつつある今、これまでの生活は大きく変化をし、ホテルの利用

方法も同様に変わりつつあります。以前のように旅行先での宿泊場所という利用方法だけではなく、遠くに行けないなか近場

でもご自宅と違う環境でリフレッシュするために利用したり、在宅勤務をされる方が集中して仕事をするために利用したり、さま

ざまなスタイルがあります。 

私共はそんな需要にお応えするべく、多様性のある利用方法に合わせて、数種類のお部屋タイプと利用期間がお選びいた

だけるサブスクリプション宿泊プランをご用意いたしました。道民限定で通常価格よりお得にご利用いただけますので、ぜひお試

しください。 

札幌グランドホテル・札幌パークホテルは、いつも地域と共にあるホテルとして、これからも次の未来へのチャレンジ精神を忘

れず、新しい生活様式にも対応し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。 
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【報道関係お問い合わせ先】 

札幌グランドホテル マーケティング課 担当：高倉   TEL：011-261-3336  FAX：011-231-1934 

札幌パークホテル  マーケティング課 担当：澤田   TEL：011-511-3143  FAX：011-531-8514 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  札幌パークホテル yukikazu_sawada@granvista.co.jp 

   

◇◆◇ どうみん応援サブスクリプション宿泊プラン 概要 ◇◆◇ 

【札幌グランドホテル】 

◇宿泊期間：2021年 2月 9日（火）～ 4月 27日（火） 

◇ご利用方法： 

・宿泊日数は 6日間プラン、10日間プラン、14 日間プランの 3 つよりお選びいただけます。 

・初回のご宿泊時にチケットをお渡しいたします。2 回目以降はそのチケットをご提出いただきます。 

・ご利用期間は、初回のご宿泊日より 1 か月有効です。 

・ご購入者以外にも、ご家族や職場の皆様でご利用いただくことが可能です。 

◇客室タイプ・1室料金（税・サ込）※ツインルームは 1室 2名様までご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          スタンダードシングル客室例                   東館ラージツイン客室例 

 

◇オプション：ホテル内レストランにてお食事をされる場合、特別料金にてご利用いただけます。 

         例：朝食料金：おひとり様 ￥2,000（税・サ込） ※通常価格 ￥3,000（税・サ込） 

◇特典：東館タイプをご利用の場合、1日 1室￥780相当のランドリーが無料にてご利用いただけます。 

         オリジナルのマスクケースをご利用人数分プレゼント。 

◇お客様からのお問い合わせ  札幌グランドホテル 011-261-3311（代表） 

 

  

   

客室タイプ 6日間 10日間 14日間

¥36,000 ¥57,000 ¥75,600

¥42,000 ¥66,500 ¥88,200

¥66,000 ¥104,500 ¥138,600

東館ラージツイン（40平米） ¥78,000 ¥123,500 ¥163,800

スタンダードシングル（21平米）

スタンダードツイン（21平米）

東館スーペリアツイン（29平米）
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【報道関係お問い合わせ先】 

札幌グランドホテル マーケティング課 担当：高倉   TEL：011-261-3336  FAX：011-231-1934 

札幌パークホテル  マーケティング課 担当：澤田   TEL：011-511-3143  FAX：011-531-8514 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  札幌パークホテル yukikazu_sawada@granvista.co.jp 

   

【札幌パークホテル】 

◇宿泊期間：2021年 2月 9日（火）～ 4月 27 日（火） 

◇ご利用方法： 

・宿泊日数は 6日間プラン、10日間プラン、14 日間プランの 3 つよりお選びいただけます。 

・初回ご宿泊時にスタンプカードをお渡しいたします。ご宿泊毎にスタンプカードをご提示いただきます。 

・ご利用期間は、初回のご宿泊日より 1 か月間有効です。 

・ご購入者様ご本人のご利用に限ります。1室 2 名様まで同額料金となります。 

◇客室タイプ・1室料金（税・サ込）※1室 2名様までご利用いただけます。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

          スタンダードツイン客室例                 スタンダードラージツイン客室例 

 

◇オプション：ホテル内レストランにてお食事をされる場合、特別料金にてご利用いただけます。 

        朝食 or ランチ券 料金：おひとり様 ￥2,000（税・サ込）※通常価格 ￥2,800（税・サ込） 

          3 レストランディナー券 料金：おひとり様 ¥2,500（税・サ込）※通常価格 ¥3,100（税・サ込） 

       ご利用店舗：テラスレストラン ピアレ ・四川料理 桃源郷 ・会員制クラブ パーククラブ 

◇特典：客室は、中島公園側を確約ご用意。 駐車場利用料を 1室 1台まで無料。 

      オリジナルのマスクケースをご利用人数分プレゼント。 

◇お客様からのお問い合わせ  札幌パークホテル 011-511-3131（代表） 
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【報道関係お問い合わせ先】 

札幌グランドホテル マーケティング課 担当：高倉   TEL：011-261-3336  FAX：011-231-1934 

札幌パークホテル  マーケティング課 担当：澤田   TEL：011-511-3143  FAX：011-531-8514 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  札幌パークホテル yukikazu_sawada@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 

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４月開業） 銀座グランドホテル ホテル・ザ・ルーテル 京町家 京都二条 さわら木の宿  

京町家 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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【報道関係お問い合わせ先】 

札幌グランドホテル マーケティング課 担当：高倉   TEL：011-261-3336  FAX：011-231-1934 

札幌パークホテル  マーケティング課 担当：澤田   TEL：011-511-3143  FAX：011-531-8514 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  札幌パークホテル yukikazu_sawada@granvista.co.jp 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称：札幌パークホテル 

所在地：〒064-8589 

北海道札幌市中央区南 10 条西 3丁目 1番 1号 

開業：1964 年 7月 10日 

構造：地上 11階・地下 3階 

客室数：216室・357 名 

URL：park1964.com 

Facebook：facebook.com/park1964 

札幌パークホテルは、1964 年 7 月に緑溢れる中島公園の中に開業し

ました。お客様が自分を取り戻し輝かせることができるシティ・リゾートホテ

ルとして、また国際都市札幌における社交場、コンベンションホテルとし

て、国際化時代に対応した数々の実績を挙げております。1972 年、 

オリンピック冬期札幌大会の IOC 本部ホテルをはじめ、近年では JCI

（国際青年会議所）世界会議、アジア国連軍縮会議等、多くの国際

会議・コンベンションの施設として指名を受けております。また、皇族の

方々を始め、多くの賓客・各国の要人をおもてなししてきた歴史と伝統に

より、お客様からも高い信頼を得ております。 

※札幌パークホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 


