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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】 最高の朝をお届けする、価値体験型ホテル 

～老舗の本格的な京の食文化と選りすぐりの地酒をホテルで堪能～ 

京都 百足屋 本店コラボ企画 

 「百観膳」＆京の地酒付部屋飲みプラン 販売開始のお知らせ        

ご利用期間：2021年 10月１日（金）～2022年 3月 31日（木） 

 

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、ホ

テルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：橋本ゆき子）では、客室で老舗料亭‟京都 百足屋 

本店”のおばんざいと地酒をごゆっくりとお楽しみいただける 1 泊 2 食付の宿泊プランの予約受付を本日より開始いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築 160年、「うなぎの寝床」といわれるように奥行きが深い玄関など明治中期の京の風情と温もりを感じる京町家の骨

格をそのままに復元した「京都 百足屋 本店」。京の先人が培ってきた文化的なおばんざいを懐石に取り入れた「京都 

百足屋 本店」の料理を、本宿泊プランでは当ホテル限定の特別仕立てとしてお重にしつらえた「百観膳（ひゃくみぜ

ん）」でご提供いたします。 

 

旅をして多くの（百）光（素晴らしい所）を（観）る事で人生の学びである豊かな心を得る事が出来るよう願いを

込めて名付けられた「百観膳」。季節の食材を活かしたおばんざいは、体を癒し四季を感じていただける、本格的な京

の食文化を、気軽に楽しんでいただけるメニューです。 

 

コロナ禍でも安心して旅行をお楽しみいただける様、地元のお料理・お酒を通して、京都の魅力を客室で味わえる宿泊

プランをご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。 

2021 年 9 月 28 日 IGH-21-7 

URL: https://00m.in/0pbkZ 

※お料理は 1名様分、地酒は 2名様分 

（イメージ） 
ジュニアスイートルーム / 48㎡ 

https://00m.in/0pbkZ
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【京都 百足屋 本店コラボ企画 「百観膳」&京の地酒付部屋飲みプラン 概要】 

～京都 百足屋 本店のおばんざい料理と地酒をお部屋でゆっくりとお楽しみいただける 1泊 2食付プラン～ 

 

■ご利用期間：2021年 10月１日（金）～2022年 3月 31日（木）  

 

■料金：デラックスツイン / 35㎡ 2名様 1室ご利用時 1名様 11,843円～     

ジュニアスイート / 48㎡ 2名様 1室ご利用時 1名様 14,942円～  

※上記金額は、サービス料、諸税（消費税・宿泊税）込 

 

■メニュー：「百観膳」 まろやかな味と香りが特徴の京都産千鳥酢で〆た‟特製鯖寿司”や、 

京都産粒味噌を使用した料理長こだわりの‟鰆の味噌焼き”など、彩豊かな約 20種の 

おばんざいをご用意いたします。 

【上段】・特製鯖寿司 はじかみ  

・鰆味噌焼き  

・烏賊紅葉和え 

・烏賊黄身焼き 

・甘藷、栗 

・手毬寿司（季節の鮮魚） 

・サーモンアスパラ巻き 

・唐墨 

【下段】・出汁巻 

・笹巻き麩 

・鳥松風 

・小芋、南京、海老 

・鶏八幡巻き 

・毬栗揚げ 

・紫芋茶巾絞り 

・子持ち鮎  

・鴨ロース         

【地酒】 月桂冠「山田錦特別純米酒」 300ml / 玉乃光「純米吟醸 酒魂」 300ml（2名様で計 600ml） 

※ご予約時にご希望のお食事時間をご指定ください。（17時～20時の間） 

※メニューは時季や仕入れ状況により変更いたしますのでご了承ください。 

 

「京都 百足屋 本店」 URL: https://www.kurochiku.co.jp/mukadeya/ 

1980年代 近代化の波に呑まれ、昔ながらの京町屋が消えてゆく中、百足屋はそんな伝統と文化を残し、継承する

ため、京都で先駆けて京町屋を活用し復元した料理屋です。築 160年の町屋を通り庭やおくどさんなどの空間はもち

ろん、生活文化や食文化を生きたかたちで残した、京の風情と温もりを感じていただけるお店です。 

※お料理は 1名様分、地酒は 2名様分 

（イメージ） 

https://www.kurochiku.co.jp/mukadeya/
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■朝食：「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 

営業時間：7：00～10：30（L.O.10：00） 

野菜が持っている本来の美味しさを引き出し、ひと手間加えた野菜を中心とした約 50種類以上の 

和洋ブッフェをご用意。 

 

■お問い合わせ：075-255-2221 

 

 

【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、 

以下の通り一部営業内容を変更しております。 

・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 HP をご確認ください。 

URL: granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kyoto_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】 

ホテルインターゲート京都 四条新町では、「より一層『安心・安全』な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症

対策宣言（ガイドライン）」に基づいた取り組みを推進しております。 

 

▼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/ 

 

※「より一層『安心・安全』な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言（ガイドライン）」とは 

京都市観光協会の呼びかけによる観光関連２３団体では、「より一層『安心・安全』な京都観光を実現するための新型コ

ロナウイルス感染症対策宣言（ガイドライン）」を策定し、住民、観光客、観光事業者の安心・安全と、京都らしいおもてな

しの気持ちが調和する新たな京都観光を作り上げていくこととしています。 

 

▼ガイドラインの詳細は下記 URL「ガイドラインの全文はこちら（PDF)」よりご確認ください。 

URL: kyoto-kankou.or.jp/information/guideline2020/ 

 

またガイドラインに基づき、当ホテルではご利用いただくお客様に「京都市新型コロナ あんしん追跡サービス」へのご登録をお

願いしております。あんしん追跡サービスでは、当ホテルの利用者などから新型コロナウイルスの感染者が確認された場合、接

触のおそれがある方にお知らせメールを送付します。 

 

 

https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kyoto_notice/
http://intergatehotels.jp/information/covid-19/
https://www.kyoto-kankou.or.jp/information/guideline2020/
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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 

閑静な立地に 2018 年 3 月にグランドオープン。ホテルインターゲート京

都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくための

ホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの

時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩

りあふれる京都の朝をお楽しみください。 

※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ

施設です。 

名称： ホテルインターゲート京都 四条新町 

所在地： 京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 387 

TEL：075-255-2221 

開業： 2018年 3月 1 日 

構造： 地上 5 階 

客室数： 153 室 

URL： intergatehotels.jp/kyoto_shijo 

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  

 

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 / 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 /   

 

https://www.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/

