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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 

【白良荘グランドホテル】 人気の海水浴場「白良浜」まで徒歩 30秒 

～お子様が喜ぶ、夏の家族旅行に最適な宿泊プランが新たに登場～ 

マグロのお造里・デザート食べ放題、手持ち花火付 宿泊プラン  

予約受付開始のお知らせ 

ご利用期間：2022年 7月 16日（土）～ 8月 31日（水） 

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、白良荘グランドホテル (和歌山県西牟婁郡白浜町、支配人：西田 訓) では、夏の家族旅行にオススメな

「マグロのお造里・デザート食べ放題、手持ち花火付宿泊プラン」のご予約受付を本日より開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水浴場として人気のある和歌山県白良浜。真っ白な砂浜と青い空のコントラストが美しい白良浜より徒歩 30

秒に位置する当ホテルでは、夏のレジャーを満喫できる宿泊プランをご用意いたしました。白良浜で思う存分に海

水浴をお楽しみいただいた後は、日本三古湯のひとつである白浜温泉で一日の疲れを癒してください。夕食には

まぐろのお造里とデザートがお替り自由な、海の幸を愉しむ会席料理をご提供。夏の夜の締めくくりに最適な手持

ち花火もプレゼントいたします。とびっきりの夏の想い出作りにぜひご利用ください。 

 

～ご家族で夏を満喫計画～ 

➀ワイキキビーチと姉妹浜の白良浜で海水浴 ※ビーチサイドプールも無料でご利用可能 

➁日本三古湯のひとつ、白浜温泉でゆっくりと 

➂マグロのお造里とデザートがお替り自由 ご家族団らんの時間を 

④夏の象徴 花火を白良浜で 

⑤チェックイン前、チェックアウト後のお着がえ、荷物の預かり可能。 
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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 

 

  【マグロのお造里・デザート食べ放題、手持ち花火付 宿泊プラン ※1泊 2食付 】 概要 

URL : https://shiraraso.co.jp/information/2596/ 

ご利用期間：2022年 7月 16日（土）～ 8月 31日（水） 

ご予約開始：2022年 5月 10日（火）～ 

価格：スタンダード和室 10畳 1室 2名様ご利用時 1名様 15,030円～ 

（税・サ込 ※大人のみ入湯税別途 150円） 

※お日にち、ご予約人数により料金が変わります。 

お問い合わせ：0739-43-0100（ホテル代表） 

 

～プラン特典～  

・ マグロのお造里とデザートがおかわり自由！お席にお持ちします。 

・ 手持ち花火を 1室 1 セットプレゼント  

 

～ご宿泊共通特典～ ※1階ラウンジにてセルフサービスでご提供 

14：30～  梅ジュースなどウェルカムドリンク / 翌朝 7：00～  1階ラウンジにてモーニングコーヒーなど 

 

■お食事 

（夕食） 

 食前酒 / 紀州梅酒 

 前菜  / 旬菜盛り合わせ 

 台の物 / 白良鍋（クエ・魚介・野菜） 

 お造里 / 本日の三種盛り ※マグロ食べ放題 

 焼き物 / 国産牛鉄板焼き 

 口直し / 魚介と野菜の和え物 

 蒸し物 / 茶碗蒸し 

 食事 / 季節の御飯 

 留椀 / 清水汁仕立て、香の物、合盛り 

 デザート食べ放題 

 （ダブルベリーケーキ、ベイクドスフレチーズケーキ、 

   梅ゼリー、黒糖わらび餅、フルーツ 等。） 

 

（朝食）海の幸と野菜、紀州梅粥などを味わう和朝食。※幼児のお子様にはお子様朝食セットをご用意 
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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 

 

 

 

 

■温泉 飛鳥・奈良時代から有馬・道後と並ぶ日本三古湯のひとつとして愛されてきた白浜温泉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご案内） 

・ チェックイン 15：00／チェックアウト 10：00 

・ 海水浴の際に海浜出入口設置のシャワーブース、浮き輪の空気入れコンプレッサーがご利用いただけます。 

・ プール（無料）8：30～18：00 

・ 駐車場：到着日 13：00～出発日 11：00迄無料 

  時間外のご利用は有料 ※料金：1台につき 1,100円（税込) 

・ お子様向けの小さいサイズの浴衣（50cm～130cm）丹前、スリッパがございます。 

  ご要望に応じてお子様イス、洗面台で使える「ふみ台」などご用意いたします。 
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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 

白良荘グランドホテルは、白良浜の砂浜まで徒歩３０秒の場所に位置

し、オーシャンビューのロケーションが特長。2016 年夏にリニューアルオー

プンし新しく生まれ変わった開放感のある露天風呂からは、壮大な海と

白良浜の美しい景色を存分に味わうことができます。日本三古湯のひと

つである白浜温泉の湯と四季折々の海の恵みを活かした創作料理を心

ゆくまでご堪能ください。 

※白良荘グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

名称 ： 白良荘グランドホテル 

所在地：〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町 868 

TEL：0739-43-0100 

開業： 1929年 

構造：地上 6 階  客室数：100室・480 名 

URL： shiraraso.co.jp 

Facebook： facebook.com/shiraraso 

Twitter： twitter.com/shiraraso 

Instagram： instagram.com/shiraraso 

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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