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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 

～ホテルで過ごす年末年始 元日は、京都伏見・清酒「純米吟醸 祝」でお祝い～ 

年越し・お正月の特別メニューのお知らせ 

提供期間：2021年 12月 31日（金）～ 2022年 1月 3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京都 四条新町（京都市中京区、支配人：橋本ゆき子）では、ホテルで過ごす年末年始を日本

の伝統文化「年越しそば」や「おせち料理」と共に迎える、特別メニューをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

古くから受け継がれてきた、年末の代名詞のひとつである「年越しそば」。細く長いことから、“健康”や“長寿”などへの

願いがこめられており不運や災いを断ち切る意味もあるとされています。また、お正月には、縁起の良い食材を用意した

「おせち料理」に始まり、白みその京風仕立てのお雑煮や新年の幕開けを華やかに演出する京都伏見の清酒「純米吟

醸 祝」の振る舞い酒をご提供。お正月を彩るおもてなしで華やかな門出をお迎えください。 

 

■年越しそば  2021年 12月 31日 (金) 20：00～22：00 

■振る舞い酒 北川本家「富翁 純米吟醸 祝」 2022年 1月 1日（元日）～3日 (月) 7：00～21：00 

■朝食ブッフェ「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 お正月限定特別メニュー 

  2022年 1月 1日（元日）～1月 3日（月） 各日 7：00～10：30（L.O.10:00） 

 

2021 年 12 月 16 日 IGH-21-22 

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

お正月 スペシャルメニュー（イメージ） 振る舞い酒（イメージ） 

https://www.intergatehotels.jp/kyoto_shijo/
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【インターゲートラウンジ 特別メニュー 概要】 

提供場所：インターゲートラウンジ(1階) 

お問い合わせ：075-255-2221  ※ご宿泊のお客様のみご用可能です。 

 

■年越しそば  2021年 12月 31日（金） 20：00～22：00 （無料） 

 

京都の年越しそばとして有名な「にしんそば」 

にしんや白ネギ、ゆず、紅白削りかまぼこをトッピングした年越しそばを 

お召し上がりいただけます。 

※無くなり次第、終了とさせていただきます。  

 

 

■振る舞い酒 2022年 1月 1日（元日）～3日 (月) 7：00～21：00（無料） 

 

京都伏見・北川本家の清酒「富翁 純米吟醸 祝」の振る舞い酒 

※ご宿泊者及び当日チェックインのお客様限定です。 

※無くなり次第、終了とさせていただきます。 

 

北川本家 清酒「富翁 純米吟醸 祝」 

地元京都産の酒造好適米「祝」、京都で開発された酵母「京の琴」、 

水は伏見の「伏水」。そして、京都伏見で醸した京都産にこだわったお酒です。 

 

■朝食ブッフェ「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」 お正月限定特別メニュー 

  2022年 1月 1日（元日）～1月 3日（月） 各日 7：00～10：30（L.O.10:00）※有料 

  [価格] 大人：2,200円 小学生：1,100円 幼児：550円 （税込） 3歳以下は無料 

 

野菜がもっている本来のおいしさを 

最大限に引き出すとともに、めざめの 

力を与えてくれる 50種類以上の 

多彩なお料理の数々に、 

お正月を祝う京風お雑煮と 

おせち料理が登場します。 

 

 ※写真はイメージです。 
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【インターゲートラウンジ】  

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 ※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）お茶菓子 

17：00～19：00  （ハッピーアワー）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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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/

