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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東京 京橋】 ～夕食は京橋の気になる和食「僖ニ成ル食 京橋」で～ 

本格和会席付き宿泊プラン 販売開始のお知らせ 
ご利用期間： 2021年 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東京 京橋（東京都中央区、支配人：冨士修平）では、人気の和食店「僖ニ成ル食 京橋（き

になるしょくきょうばし）」で本格和会席料理をお楽しみいただける 1 泊 2 食付きの宿泊プランを 12 月 20 日（月）

より販売開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回ご案内する「僖ニ成ル食 京橋」は、「日本料理 僖成（にほんりょうりきなり）」をはじめとする、職人の心技を未

来へ受け継ぐ日本料理店を東京都内に 10 店舗構える株式会社 僖成が運営しており、それぞれの店舗で磨きあげ

られた逸品を集めて提供しています。本宿泊プランでは、東京中から集結したこだわりの食の数々を、麻布十番の和食

店「暗闇坂宮下 麻布本店（くらやみざかみやしたあざぶほんてん）」で料理長を務めた西直人氏がふるまう本格会

席でご堪能いただけます。ジューシーに焼き上げた鴨と葱が香ばしく香る「あい焼き」や、ふっくらと炊き上げた「じゃこと山

椒の土鍋ご飯」、前菜、温物、お造り、自家製デザートなど、１皿１皿丁寧に仕立てた“京橋でしか食べられない逸品

のコース仕立て”を、じっくりとお愉しみください。 

インターゲートラウンジ（２階）では、こだわりのコーヒーや朝食、お茶菓子、ハッピーアワー、お夜食など、ご滞在中に

何度もご利用いただける多彩なサービスをご提供しております。朝食の「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」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 50 種類以上の豊富な料理に加え、旬の食材にひと手間加

えた地元ならではのメニューを取り揃えております。お部屋やラウンジでおくつろぎいただきながら、ぜひこの機会に京橋で

「東京の食」をたっぷりとご満喫ください。 

2021 年 12 月 20 日 21-23 

URL：https://bit.ly/3GArvJj 

あい焼き（イメージ） インターゲートラウンジ 

mailto:info@granvista.co.jp
https://bit.ly/3GArvJj
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【本格和会席付き宿泊プラン概要】 

URL： https://bit.ly/3GArvJj 

ご予約期間： 2021年 12月 20日（月）～ 

ご利用期間： 2021年 12月 25日（土）～ 

料金：インターゲートツインルーム 2名様 1室ご利用時の 1名様料金 15,327円～ ※税・サ込・宿泊税別。 

※ご予約はご利用日の 4日前までにお願いいたします。 

内容：2食（夕食・朝食）付き 

 

■インターゲートツインルーム（28㎡） 

ゆったり 28㎡の広々としたお部屋。窓辺のソファでおくつろぎいただけます。 

ベッドには世界中のラグジュアリーホテルに導入されているシモンズベッドと 

共同開発したオリジナルマットレスを導入。さらに、眠りにこだわる多くの 

一流の方から支持されているマットレスパッドの「エアウィーヴ」を取り入れた 

お部屋です。ワンランク上の「上質なめざめ」をお迎えいただけます。 

インターゲートルーム特別特典：Bluetooth スピーカー、特別アメニティ、エアウィーヴ、朝刊 

    

■夕食：本格会席コース 

お食事場所：「僖ニ成ル食 京橋」 

東京都中央区京橋 2-7-8 FPG links KYOBASHI 1階   

※当ホテルより徒歩約２分 

お食事ご予約可能時間：17:30～21:00  

 

 

 

 

 

 

 

～会席コース一例～ 

前菜、温物、お造り、焼物（あい焼き）、揚物、食事（じゃこと山椒の土鍋ご飯）、自家製デザート 

※お食事の内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

蟹八寸（イメージ） 温物（イメージ） お造り（イメージ） 

mailto:info@granvista.co.jp
https://bit.ly/3GArvJj
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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。 

 

 

【インターゲートラウンジ （2階）サービス内容について】 

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   こだわりのコーヒー・スムージー 

7：00～10：30   焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん 

10：30～21：00   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 

17：00～19：00   ハッピーアワー 

20：00～22：00   ナイトタイム（お茶漬けバイキング） 

※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。 

 

【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_tokyo_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
https://www.granvista.co.jp/news/hotel_intergate_tokyo_notice/
https://www.intergatehotels.jp/information/covid-19/
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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 

銀座線京橋駅・浅草線宝町駅より徒歩１分の好立地に、2018 年 4

月グランドオープン。ホテルインターゲート東京 京橋は、まさに銀座・日本

橋・築地をはじめ、丸の内・八重洲といったエリアの中心。東京を訪れる

皆さまに、インターゲートホテルズならではの、さまざまな表情の朝をお迎え

いただき、東京の旅を存分にご堪能ください。 

※ホテルインターゲート東京 京橋は、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東京 京橋 

所在地： 東京都中央区京橋 3-7-8 

TEL： 03-5524-2929 

開業： 2018年 4月 1 日 

構造： 地上 17 階 

客室数： 200 室 

URL： intergatehotels.jp/tokyo_kyobashi 

Facebook：facebook.com/pages/category/Hotel-Resort/ 

Twitter: twitter.com/intergate_tokyo 

Instagram：instagram.com/intergate_tokyo/ 

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 /   

  

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://www.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://intergatehotels.jp/tokyo_kyobashi/
https://www.facebook.com/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E4%BA%AC%E6%A9%8B-400022713770024/?hc_ref=ARTgmVbEhFijwDZaNPuUTWzGqYGjT7Pz9NWn0adgBWOtheubPDTBZvGyGOTLY62Z7LE&ref=nf_target&__tn__=kC-R
https://twitter.com/intergate_tokyo
https://www.instagram.com/intergate_tokyo/

