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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 

～スパークリングワインで最高の朝に乾杯！～ 

「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」にクリスマス スペシャルメニューが登場 

提供期間：2021年 12月 23日（木）～ 12月 25日（土） 

 

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、朝食「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」

に 2021 年 12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土）の 3 日間限定でクリスマス スペシャルメニューが登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

シェフがひと手間を加え、素材の良さを存分に引き出した 50 種類以上のメニューをお楽しみいただく朝食ブッフェ 「焼きた

てパンとごちそう野菜の朝ごはん」 に、クリスマスの朝を華やかに演出するメニューをご用意いたしました。旨味を逃がさぬよう一

羽丸ごとローストしたジューシーな“ローストチキン”や、一晩じっくり寝かせた“ヴィアンドローストの盛り合わせ”、料理長特製“ブ

ッシュ・ド・ノエル”など、ワクワクするお料理とスパークリングワインが朝のひとときに彩りを添えます。 

また、時間帯ごとに異なるサービスを提供しているインターゲートラウンジでも同期間中、夕刻のハッピーアワー（5:00p.m

～7:00p.m）にスパークリングワインや、クリスマスの代表的なお菓子“シュトーレン”（3:00p.m～9:00p.m）が登場し、

滞在中は何度でもご利用いただけます。 

 

ホテルインターゲート京都 四条新町がお届けする最高のクリスマスを、この機会にぜひご堪能ください。 

（朝食のみのご利用も可能です。） 

 

2021 年 12 月 13 日 IGH-21-21 

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

クリスマス スペシャルメニュー（イメージ） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「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

上のメニューのご朝食をご用意。たくさんのお客様に高評価をいただいております。また、各地域の食材を活かした地域限定メ

ニューも豊富にラインナップ。地域それぞれの個性をお楽しみいただけます。 

 

 

【「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 ～クリスマス スペシャルメニュー～】 

■料   金：大人 2,200 円 小学生 1,100 円 幼児 550 円（税込）※幼児 3 才以下は無料 

■提供場所：インターゲートラウンジ（1 階） 

■提供期間：2021 年 12月 23 日（木）～12 月 25 日（土） 

■提供時間：7：00～10：30 (L.O.10：00) 

■お問い合わせ：075-255-2221 

■公式ホームページ：https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/breakfast/ 

 

朝食のみのご利用の方は下記 URL よりご予約可能です。 

詳細・ご予約 URL : https://bit.ly/3uJwiU8 

  ※お部屋及び大浴場等、ご朝食以外の館内はご利用いただけませんのでご了承ください。 

※ご予約状況によってはご宿泊以外のお客様のご予約を承れない日もございますので、必ず事前にご確認ください。 

 

 

■クリスマス スペシャルメニュー 例： 

 

 

 

 

 

 

     

 

ハモのエスカベッシュ ビーツ添え / ラザニア / プティケーキタワー 等 

 

※写真はイメージです。 

 

ローストチキン ヴィアンドローストの盛り合わせ ブッシュ・ド・ノエル（モンブラン） 

https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/
https://bit.ly/3uJwiU8
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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 

 

 

 

 

 

  

  

【インターゲートラウンジのサービス内容について】 2021 年 12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土） 

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。 

時間帯に応じてコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。 

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。） 

 

6：00 ～ 7：00  （朝活）こだわりのコーヒー・スムージーこだわりのコーヒー・スムージー 

7：00 ～10：30  （朝食）焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん、スパークリングワイン（期間限定） 

※有料 / L.O 10:00a.m  

10：30～21：00  （コーヒータイム）こだわりのコーヒー・ソフトドリンク 

15：00～21：00  （アフタヌーンサービス）シュトーレン（期間限定）・お茶菓子 

17：00～19：00  （ハッピーアワー）スパークリングワイン（期間限定）・オリジナルカクテル・赤白ワイン 

20：00～22：00  （ナイトタイム）ぶぶ漬けバイキング 

 

※上記のサービス提供内容は社会情勢により変更する可能性がございます。 

※営業時間・内容について、最新の情報は公式ホームページをご確認ください。  

https://www.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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［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 

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 

Facebook： facebook.com/kyotointergate/ 

Twitter： twitter.com/intergate_kyoto 

Instagram： instagram.com/intergate_kyoto/ 

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.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/
https://www.facebook.com/kyotointergate/
https://twitter.com/intergate_kyoto
https://www.instagram.com/intergate_kyoto/

