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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 担当：榮井、林  

Tel：03-5209-4149 Fax：03-5209-4145 Email : info@granvista.co.jp 

【銀座グランドホテル】 ～ 東京都民割 「もっと Tokyo」 対象プラン ～ 

銀座へプチトリップ！1泊 2食付き宿泊プラン販売開始 

ご利用期間：2022年 6月 10日（金）～ 2022年 7月 31日（日） 

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、銀座グランドホテル（東京都中央区銀座、支配人：稲葉昭夫）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、夕食・朝

食ともにホテル館内のレストランでお得にお愉しみいただける 1 泊 2 食付き宿泊プランの販売を 2022 年 6 月

10日（金）正午より当ホテルホームページで開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ホテルは、銀座 8 丁目の並木通りと御門通りに面し、JR 新橋駅・東京メトロ新橋駅より徒歩約 3 分、ビジネ

スはもちろん、レジャーのアクセスに最適なホテルです。今回ご用意したプランは、「もっと Tokyo」のご利用で、銀

座への小旅行をお楽しみいただきたく、お得な 2食付き（夕食・朝食）の宿泊プランをご用意いたしました。 

ご夕食には、「銀座うらら」の和の情緒ある隠れ家的空間の店内で、天麩羅やお刺身を和食御膳でお召し上がり

ください。また、1 日のスタートになるご朝食では、黒豚のしゃぶしゃぶや焼き魚など、メインが選べるセットメニューを

「銀座 羅豚（らぶ）」にてご提供いたします。 

好アクセスの当ホテルで、ぜひこのお得な機会に、ご友人やご家族と日常の生活から離れて銀座で過ごすひととき

をお愉しみください。 

2022 年 6 月 9 日 GGH-22-1 

URL：http://www.ginzagrand.com/ 

http://www.ginzagrand.com/
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■～東京都民割「もっと Tokyo」対象プラン～ 1泊 2食付き宿泊プラン 

  天麩羅やお刺身付の和食御膳 「銀座うらら」でワンドリンク付！ 

URL：https://bit.ly/3mtmgDe 

ホテル館内にあるレストランで、天麩羅やお刺身が愉しめる和食御膳コースのご夕食と、お肉料理や焼き魚からメ

インが選べるご朝食のセットメニューをご提供いたします。 

（※ご夕食は 1名様 3,000円相当のコース料理、ご朝食は 1名様 2,350円相当のセットメニューで、1名

様につき計 5,350円相当のお食事が含まれます。） 

 

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。 

ご利用期間：2022年 6月 10日（金）～ 2022年 7月 31日（日）チェックインまで 

※受付開始は 6月 10日（金）12:00～ となります。 

ご予約は当ホテルホームページ（https://bit.ly/3mtmgDe）で承ります。 

※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：スーペリアツインルーム（31㎡） 平日 3名様 1室ご利用時の 3名様合計料金 

通常 28,520円～ ⇒ 割引価格 13,520円～（税・サ込み） 

デラックスツインルーム（35㎡） 平日 4名様 1室ご利用時の 4名様合計料金 

通常 39,360円～ ⇒ 割引価格 19,360円～（税・サ込み） 

 

【夕食のご案内】 おうどん 銀座「うらら」（B1F） 

営業時間：17：00～21：00（ラストオーダー20：00） 

和の情緒ある隠れ家的空間で、和食御膳をご提供いたします。 

メニュー：焼き物 / 天ぷら / お刺身 / ごはん ※おうどんに変更可能 

ワンドリンクサービス付き 

※状況により夕食の営業時間が変更になる場合がございます。 

 

【朝食のご案内】 「銀座 羅豚（らぶ）」（B1F） 

営業時間：7：00～10：00（最終入店 9：30） 

メインが選べるセットメニューをご用意。お肉料理や焼き魚などからお選びいただくメインの他、和洋日替わりの総

菜小鉢メニューとドリンク類もご用意しております。 

※お子様が未就学の場合、選べるメイン料理以外の朝食メニューを無料でお召し上がりいただけます。 

※状況により朝食の営業内容が変更になる場合がございます。 

https://bit.ly/3mtmgDe
https://bit.ly/3mtmgDe
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【ご宿泊ゲスト専用ラウンジ】 「オン・ザ・ストリート・コーナー」  

利用可能時間：6：00～23：00 

ビジネスセンターとしてはもちろん、お出かけの際の待ち合わせや 

ご休憩など、さまざまなご用途でも快適にご利用いただけますよう、 

コーヒーをはじめとしたソフトドリンクを無料でご提供しております。 

※ラウンジでのドリンク提供は全てセルフサービスです。 

※ラウンジの営業につきましては、清掃及びイベント実施により、一部の日程・時間帯がご利用できない場合がご

ざいます。 

 

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: http://ginzagrand.com/news/info_newnormal.html 

 

 

◆【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」） 

URL：https://motto-tokyo.jp/ 

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。 

※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。 

お問い合わせ先：03-5484-5881 

http://ginzagrand.com/news/info_newnormal.html
https://motto-tokyo.jp/
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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 

銀座グランドホテルは、銀座の共有価値を発見し発信する「地域一番

館」を目指し、社会や人々の生活をより良くする文化・概念を銀座から

見いだし、世の中に発信していきます 

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

名称： 銀座グランドホテル 

所在地： 東京都中央区銀座 8-6-15 

TEL：03-3572-4131 

開業：2014 年 5月 9 日 

構造：地上 11階 

客室数：257室 

URL： ginzagrand.com 

Facebook：facebook.com/ginzagrandhotel 

Instagram：instagram.com/ginzagrandhotel/ 

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
http://www.ginzagrand.com/
https://www.facebook.com/ginzagrandhotel
https://www.instagram.com/ginzagrandhotel/

