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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   

 

 

【インターゲートホテルズ】 ～「最高の朝」をお届けする価値体験型ホテル～ 

京都・東京・広島・金沢・大阪のご当地メニューも各ホテルでご用意 

人気の「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」に夏メニューが登場 

2021年 6月 15日（火）よりスタート 

 

 
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、シェフがひと手間加えた人気の「焼きたてパンとごちそう野

菜の朝ごはん」に、一日の活力となる、栄養豊富な夏野菜をふんだんに使用した夏メニューが本年 6 月 15 日

（火）より登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                        

コロナ禍で健康への意識がより高まっている今、これからの暑い季節を乗り切るのにぴったりな栄養素を豊富に含

んだ夏野菜をふんだんに取り入れ、彩り豊かな夏限定メニューとしてご用意いたしました。 

カリウムやカルシウムを豊富に含むオクラにさっぱりとみぞれを和えた「オクラとトマトのみぞれおかか」や、パクチーやナ

ンプラーとの相性も抜群で食物繊維たっぷりの瑞々しい茄子を使った 「茄子とズッキーニのエスニックサラダ」など、

旬の食材にひと手間加えた『ここでしか食べられない朝食』をお楽しみいただけます。 

また、各エリアのインターゲートホテルズ（京都・東京・広島・金沢・大阪）ではその地域の食材を活かした限定メ

ニューもご用意しております。 

 

「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 

インターゲートホテルズでは、野菜が持っている本来の美味しさを最大限に引き出した、めざめの力を与えてくれる

50種類以上のメニューの朝食をご用意。たくさんのお客様に高評価をいただいております。 

2021年 6月 11日 IGH-20-1 

URL： intergatehotels.jp/ 

オクラとトマトのみぞれおかか 茄子とズッキーニのエスニックサラダ 

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/
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【焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん  概要】 

 

■提供施設・価格 提供時間 

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大阪 梅田 

大人 2,200円 小学生 1,100円 幼児 550円 

ホテルインターゲート広島   

大人 1,760円 小学生 880円  幼児 550円 

ホテルインターゲート金沢  

大人 1,980円 小学生 990円  幼児 550円 

※料金はすべて税込。  幼児は 4歳以上有料、3歳以下は無料 

※朝食の提供時間は、7:00 ～ 10:30 （L.O.10:00）です。 

 

■期間限定夏メニュー 例（日替わり） 

 

豚肉とカラフルピーマンの 

黒酢餡 

ゴーヤとツナのマヨネーズ和え ブロッコリーとシュリンプの 

オーロラソース和え 

茄子とズッキーニの 

イタリアンマリネ 

とうもろこしと 

枝豆のかき揚げ 

人参とかいわれ大根の 

レモンマリネ 

オクラとトマトの 

大根キムチ和え 

とうもろこしと枝豆の 

ベーコンソテー 

mailto:info@granvista.co.jp
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■インターゲートホテルズ概要 

 

■ホテルインターゲート京都 四条新町                         

京都府京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 387 番 

2018年 3月 1日開業 153 室                    

お問合せ：075-255-2221        

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/ 

 

■ホテルインターゲート東京 京橋 

東京都中央区京橋 3丁目 7番 8号 

2018年 4月 1日開業 200 室 

お問合せ：03-5524-2929      

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo_kyobashi/ 

 

■ホテルインターゲート広島                                     

広島県広島市中区鉄砲町 5 番 16 号                               

2019年 1月 15日開業 233室                                    

お問合せ：082-224-6110      

URL：https://www.intergatehotels.jp/hiroshima/ 

 

■ホテルインターゲート金沢 

石川県金沢市高岡町 2 番 5 号 

2019年 3月 16日開業 166室 

お問合せ：076-260-7200      

URL：https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/ 

 

■ホテルインターゲート大阪 梅田 

大阪府大阪市北区梅田 2丁目 5番 2号 

2021年 4月 1日開業 386 室 

お問合せ：06-6344-8800     

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

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/
https://www.intergatehotels.jp/tokyo_kyobashi/
https://www.intergatehotels.jp/hiroshima/
https://www.intergatehotels.jp/kanazawa/
https://www.intergatehotels.jp/osaka_umeda/
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■地域限定メニュー 例 

ホテルインターゲート京都 四条新町  京風手延べカレーうどん / 京豆腐 冷奴 京都産調味料で など 

ホテルインターゲート東京 京橋  三浦野菜盛り合わせ / 鬼おろしポン酢 しらす乗せ など 

ホテルインターゲート広島  豚肉とレモン香るおろしの冷製うどん / しらすのペペロンピザ レモスコ添え など 

ホテルインターゲート金沢  加賀野菜のキッシュ / いしるスープカレー など 

ホテルインターゲート大阪 梅田  大阪しろなとあぶらかすのソテー / 揚げ出したこ焼き など 

 

 

【インターゲートホテルズ 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。 

 

【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。 

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

■ホテルインターゲート京都 四条新町 

URL：https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kyoto_notice/ 

■ホテルインターゲート東京 京橋 

URL：https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_tokyo_notice/ 

■ホテルインターゲート広島 

URL：https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_hiroshima_notice/ 

■ホテルインターゲート金沢 

URL：https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kanazawa_notice/ 

■ホテルインターゲート大阪 梅田 

URL：https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_osaka_notice/ 

 

【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 

https://www.intergatehotels.jp/information/covid-19/ 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kyoto_notice/
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_tokyo_notice/
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_hiroshima_notice/
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kanazawa_notice/
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_osaka_notice/
https://www.intergatehotels.jp/information/covid-19/
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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  1 日開業） 

 

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） 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  

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/

