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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 

ホテルゆもと登別  担当：加藤   TEL：0143-84-2277  FAX：0143-84-3988 

E-mail：札幌グランドホテル etakakura@granvista.co.jp  ホテルゆもと登別 yumoto@granvista.co.jp 

   

 

札幌グランドホテル・ホテルゆもと登別 共同企画 

観光と温泉を愉しむ「秋冬旅へ。北海道周遊プラン」 

販売開始のお知らせ 

2021 年 10 月 12 日  SGH-21-22

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)、ホテルゆもと登別(登別市、支配人：福井信行)の両ホテルで

は、札幌市の中心部に位置するホテルと自然豊かな登別温泉地に滞在し、北海道の魅力を満喫できる「秋冬旅へ。北海

道周遊プラン」の販売を開始いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態宣言も解除となり、旅欲が増す今、安心・安全に配慮しながら寛ぎの旅をご提案する新プランが登場。当社の

グループ事業所が協力し、北海道内２つのホテルをお愉しみいただける、秋冬におすすめの宿泊プランをご用意いたしました。 

  本プランは、北海道初の本格的洋式ホテルとして誕生した札幌市中央区の「札幌グランドホテル」と、100％源泉掛け流

しの登別温泉が堪能できる登別市の「ホテルゆもと登別」の 2 つの異なったホテルステイを満喫いただけるお得なプランです。

両ホテルともにレイトチェックアウト特典のほか、各ホテルの特徴を活かした、滞在を存分にお愉しみいただける多彩な特典をご

用意いたしました。観光やショッピングに温泉も満喫したい！コロナ禍で控えていた旅行を実現させる”リベンジ旅”におすすめ

の宿泊プランです。 

まだまだ不安定な状況が続きますが、日常の疲れを癒すとっておきのご滞在をぜひお愉しみください。 

 

札幌グランドホテル・ホテルゆもと登別は、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。 

札幌グランドホテル ホテルゆもと登別 
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◇◆◇ 札幌グランドホテル ・ ホテルゆもと登別 秋冬旅へ。北海道周遊プラン 概要 ◇◆◇ 

URL: 札幌グランドホテル  https://grand1934.com/offer/accommodation/syuyu/ 

     ホテルゆもと登別   http://yumoto-noboribetu.com/ 

 

◇プラン内容:  

札幌市中央区の「札幌グランドホテル」と、登別市の「ホテルゆもと登別」、両ホテルの異なったホテルステイを 

満喫いただける特典をご用意したお得な宿泊プラン。 

※プラン料金を含めたご精算は、各ホテルにてお願いいたします。 

◇販売期間：2021 年 10月 8 日（金）～2022 年 3 月 31 日（木） 

 

◇札幌グランドホテル プラン料金：1泊 朝食付き おひとり様の料金 

●2 名様利用の場合 おひとり様 ￥15,000 

●3 名様利用の場合 おひとり様 ￥12,000 

●4 名様利用の場合 おひとり様 ￥10,000 

※記載は税・サ込の価格です。なお、ホテルゆもと登別までの交通費は含まれて 

おりません。 

 

◇札幌グランドホテル プラン特典： 

➀ラージツイン（40㎡）もしくはデラックスツイン（44㎡）にてご用意。 

ゆったりとしたお部屋でお過ごしください。 

➁ルームサービスにてオードヴルのご用意。 

 （1 滞在 1 名様につき 1 回提供） 

③朝食はルームサービスのご利用も可能。 

④札幌グランドホテル館内利用券 

（1 滞在につきおひとり様￥1,000 分） 

ホテルショップで販売しているオリジナル商品のほか、 

レストランやバーでご利用いただけます。 

➄レイトチェックアウト 12時（通常 11時）  

混雑を避けてごゆっくりご出発ください。 

 

 

●追加オプション 

おひとり様 ￥5,000 追加 でフレンチのコース料理をご用意いたします。 

 

  

   

https://grand1934.com/offer/accommodation/syuyu/
http://yumoto-noboribetu.com/
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◇ホテルゆもと登別 プラン料金：1泊 夕食・朝食付き おひとり様の料金 

●2 名様利用の場合 おひとり様 ￥16,500（休前日：￥18,500） 

●3 名様利用の場合 おひとり様 ￥16,000（休前日：￥18,000） 

●4 名様利用の場合 おひとり様 ￥15,500（休前日：￥17,500） 

 

※記載は税・サ・入湯税込の価格です。なお、札幌グランドホテルまでの交通 

費は含まれておりません。 

 

◇ホテルゆもと登別 プラン内容：  

➀お部屋は、和洋 2 ベッドルーム(48㎡)をご用意いたします。 

➁夕食時 お飲み物 1杯目無料で提供。 

③湯の華（天然温泉の素）おひとり様 1包 

ホテルご出発後も温泉気分をお愉しみください。 

④アーリーチェックイン 14時～（通常 15時～）  

➄レイトチェックアウト 11時（通常 10時）  

混雑を避けてごゆっくりご出発ください。 

 

 

●追加オプション 

夕食グレードアップ：おひとり様￥2,000 追加で笑福御膳から彩膳に変更させていただきます。 

「酢の物」から「揚物・蟹甲羅揚げ」に、またメイン料理は登別牛「鍋物」から「陶板焼き」にグレードアップ。お腹も心も満た

されるメニューをご用意いたします。 

 

 

◇ご予約方法 

 お電話にて承ります。札幌グランドホテル もしくは ホテルゆもと登別 にお電話いただけましたら、 

両ホテルのご予約を一度に承ります。 

札幌グランドホテル 011-261-3324（宿泊予約係） 

ホテルゆもと登別  0143-84-2277（ホテル代表） 
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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 

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 / 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.facebook.com/granvista.co.jp/
https://grand1934.com/
https://www.facebook.com/grand1934
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名 称：ホテルゆもと登別 

所在地：〒059-0551 

北海道登別市登別温泉町 29番地 

開業：1996 年 5月 1 日 

構造：地上 8 階・地下 1 階 

客室数：69 室・340 名 

URL：yumoto-noboribetu.com/ 

 

ホテルゆもと登別は、北海道屈指の名湯登別温泉の湯を源泉かけ流し

で、4 種類の泉質と大小 5 つの浴槽、露天風呂やサウナを完備し、登

別温泉のお湯を堪能することができます。お食事には、地域の季節の幸

をご提供。JR 登別駅から車で約 15 分、登別東 IC から車で約 10 分

の好立地で快適にアクセスできます。 

 

※ホテルゆもと登別は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

http://yumoto-noboribetu.com/

