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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金沢】 五感にごちそう金沢宿泊キャンペーンにお食事付きプランが新登場！  

～県民割との併用でさらにお得～ 

「大友楼」の加賀料理に舌鼓！お部屋でゆっくりご夕食プラン 販売開始 

ご利用期間：2021年 11月 8日 (月) ～2022年 1月 31日 (月) 

 

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金沢（金沢市高岡町、支配人：近藤亮太）では、金沢市が実施している “五感にごちそう金沢

宿泊キャンペーン 第 3弾”に、「大友楼（おおともろう）」の加賀料理を客室でお楽しみいただける 1泊 2食付きの

宿泊プランを 1１月５日（金）よりご予約の受付を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、コロナ禍でも安心して旅行をお楽しみいただける様、地元のお料理を通して、金沢の魅力を客室で味わえる宿

泊プランが新たに登場いたしました。本宿泊プランでは天保元年（1830年）の創業以来、約 190年もの歴史を持

ち「大友楼」が受け継いできた老舗料亭の味を折箱にしつらえた、お弁当「玉姫御膳」を客室へご用意いたします。 

 

加賀料理は海､山でとれた新鮮な食材や、京文化と江戸文化が混ざり合い独自に発展を遂げ、石川県で育まれてき

た食文化です。お弁当「玉姫御膳」には、金沢を代表する郷土料理の「治部煮」や、金沢の伝統料理でお祭りや婚

礼などの日に作られる「押し寿司」など、金沢のごちそうをたっぷりとご堪能いただけます。 

ぜひこの機会に当ホテルでごゆっくりとお過ごしください。※県民割との併用も可能です。 

2021 年 11 月 5 日 IGH-21-14 

URL：https://bit.ly/3pCNVUN 

  

大友楼「玉姫御膳」（写真は１名様分） スタンダードダブルルーム 

mailto:info@granvista.co.jp
https://bit.ly/3pCNVUN
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【五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン】 

「大友楼」の加賀料理に舌鼓！お部屋でゆっくりご夕食プラン概要 

URL：https://bit.ly/3pCNVUN 

 

ご利用対象者：石川県に居住する方 

ご利用期間：2021年 11月 8日 (月) ～ 2022年 1月 31日 (月) 宿泊分まで 

         ※11月 5日（金）より予約受付開始 

ご利用価格：スタンダードダブルルーム 平日 2名様 1室ご利用時、1名様 

         通常 11,000円 ⇒ 6,000円 ※税・サ込・宿泊税別 

            

※石川県が実施している「県民向け県内旅行応援事業（県民割第 3弾）」割引との併用が可能です。 

県民割との併用時 通常 11,000円 ⇒ 3,000円+石川観光クーポン 1,000円 ※税・サ込・宿泊税別 

 

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン https://www4.city.kanazawa.lg.jp/17003/yadowari_ji.html 

県民向け県内旅行応援事業 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenminwari_2021.html 

※1予約あたり連続 3泊までが割引対象となります。 

※新型コロナウイルス感染状況などによっては、対象期間や対象者が変更になる場合がございます。 

※期間中であってもキャンペーンを終了する場合がございます。 

※県民割第 3弾のご利用期間は～2021年 12月 31日 （金）となります。 

 

■夕食：大友楼のお弁当「玉姫御膳」  

治部煮、カニ押し寿司、能登豚のミルフィーユカツ、 

五目巻玉子、湯葉エビ、鱈子昆布巻き、季節の蒲鉾、 

シーフードソテー等 

 

 【大友楼】 

料理芸術、食文化として加賀料理を受け継ぎ、 

料亭、駅弁で提供している老舗料亭。 

URL：http://www.ootomorou.co.jp/ 

 

※写真はイメージです（１名様分）。 

※季節により内容が変更することがございますので予めご了承ください。 

※ご予約時にお部屋へのお届け時間を 18:00～20:00 の間でご指定ください。 

 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://bit.ly/3pCNVUN
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/17003/yadowari_ji.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/kenminwari_2021.html
http://www.ootomorou.co.jp/
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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。 

 

 

～ 「こけしの絵付け体験」付き宿泊プラン ～ 

当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化する価値体験型ホテル「ホテルインターゲ

ート金沢」では、地域に根差した伝統工芸・文化体験等を体験していただくことが主旨の「五感にごちそう金沢宿泊キ

ャンペーン」の宿泊プランとして、「こけしの絵付け体験付き」宿泊プランも提供しており、金沢の伝統文化をご体感いた

だけます。 

 

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン×県民割 第３弾！ 

石川県民限定「こけしの絵付け体験」付き宿泊プラン 好評につき販売再開 

URL : https://bit.ly/3FiFEuN 

 

 

 

【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。 

https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_kanazawa_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
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4 

［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   

 

  

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 

 

※ホテルインターゲート金沢は、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金沢 

所在地： 石川県金沢市高岡町 2番 5 号 

TEL： 076-260-7200 

開業： 2019年 3月 16 日（土） 

階数： 地上 12 階建て 

客室数： 166 室 

URL： intergatehotels.jp/kanazawa/ 

Facebook：facebook.com/kanazawaintergate/ 

Twitter： twitter.com/hotelkanazawa 

Instagram：instagram.com/intergate_kanazawa/ 

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 /   
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https://www.facebook.com/kanazawaintergate/
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