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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】 ～ぴったりはまる東京の職人技をホテルで体感～ 

東京都民割「もっと Tokyo」対象 江戸組子の体験付宿泊プラン販売開始 

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、

価値体験型ホテル「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、東京都及び東

京観光財団が実施する都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」（略称「もっと Tokyo」）の再開に

伴い、前回の観光促進事業時に人気を博しました職人の技を体感できる江戸組子のキット体験と朝食がセットになっ

た宿泊プランの販売を、6月 10日（金）より開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職人が削り出した木のパーツを組み合わせて作る「江戸組子の麻の葉文様 コースター作り」。 

「組子細工」とは、日本家屋に欠かせない障子や欄間などに多く見られる、釘を使わず木に幾何学的な模様を組み付

けた飾りです。細かな模様を創造するために許される木片の誤差はわずか 0.01mm といわれています。接着剤などを

使用せず、木材がぴったりと噛み合うことにより、職人の技を手に感じることができます。 

 

また一日の活力となる朝食には、「焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん」をご用意。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、シェフがひと手間加えた 50種類以上のメニューのご朝食は、たくさんのお客様に大変好評を

いただいております。ぜひこの機会に、東京で古くから伝わる伝統文化をご体験いただきながら、ゆったりとご滞在をお愉

しみください。 

 

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「インターゲートホテ

ルズ」では、ホテルを通して地域の文化の魅力に触れていただきたく、様々な取り組みを実施することで、地域の文化を

応援しています。 

 

2022年 6月 9日 22-4 

ご宿泊期間：2022年 6月 10日（金）～８月 1日（月）チェックアウトまで 

「江戸組子の麻の葉文様 コースター作り」 コーナーツインルーム（24㎡） 

mailto:info@granvista.co.jp
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～東京都民割「もっと Tokyo」対象プラン～ 

江戸組子の体験付宿泊プラン<朝食付き＞ 概要 

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

ご利用対象：東京都に居住する方 ※ワクチン接種歴（3回目）または陰性の検査結果の確認を行います。 

ご宿泊期間：2022年 6月 10日（金）～８月 1日（月）チェックアウトまで 

※受付開始は 6月 10日（金）12:00～ となります。 

※交付枠の上限に達し次第、販売を終了いたしますので、予めご了承ください。 

 

販売価格：コーナーツインルーム（24㎡） 

平日 2名様 1室ご利用時の 2名様合計料金 

通常 9,000円～ ⇒ 割引価格 4,000円～（税・サ込み・宿泊税別） 

 

特典：「江戸組子の麻の葉文様 コースター作り」 ※1滞在につき、お一人様 1 つお渡しいたします。 

協力 / 山川英夫氏（山川建具）、株式会社マイスタープロモーション  URL:http://meipro.tokyo 

 

■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。 

 

mailto:info@granvista.co.jp
https://bit.ly/3QbqrRu
http://meipro.tokyo/
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🔶【東京都民限定】 都内観光促進事業「もっと楽しもう！TokyoTokyo」（略称「もっと Tokyo」） 

東京都及び東京観光財団が実施する、東京都民が都内を観光する際に1泊5,000円、日帰り旅行で2,500 円 

を補助する東京都独自の支援策です。 

お客様のお支払い金額は、各宿泊プランに記載の価格より、1泊につき 5,000円引いた価格となります。 

※チェックイン時、お住いの確認できる身分証明証と、新型コロナウイルスワクチン３回接種歴または PCR 検査等での

陰性が確認できる書類をご提示いただきます。 

※お連れ様を含め、東京都以外の地域にお住いのお客様からのご予約等、キャンペーン適用外の場合は、差額分を

お支払いいただく必要がございます。 

※1回の旅行の宿泊上限は 1人 5泊です。 

※利用回数に制限はありません。 

都内観光促進事業「もっと Tokyo」 URL:https://motto-tokyo.jp/ 

お問い合わせ先：03-5484-5881 

 

 

【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://motto-tokyo.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/
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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/

