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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 

GRANVISTA Candle Night 2022 ～サステナブルな取り組み～  

ホテルの「こだわりのコーヒー」抽出後のコーヒー粉を和蝋燭に活用 

エコなオリジナル和蝋燭「ECOffee粉」付き宿泊プラン 販売のお知らせ 

ご利用期間：2022年 7月１日（金）～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) は、7月 7日

の 「クールアース・デー」 (電力消費量の抑制と地球温暖化問題の啓発・推進する日) の取組みを 2014年より開始

しております。本年は、価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」にてご提供しているこだわりのコーヒーの抽出後のコ

ーヒー粉を和蝋燭にアップサイクルし、宿泊プランの特典としてご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油系物質を原料とせず、自然素材によって造られている環境に優しい日本伝統の和蝋燭。今回ご宿泊特典として

ご用意するオリジナル和蝋燭 「ECOffee粉 (エコーヒー粉)」 は、ホテルでご提供している 「こだわりのコーヒー」 を抽出

した後のコーヒー粉を再利用して制作いたしました。溶かした残蝋に麻袋にいれたコーヒー粉を煮出し、コーヒーの香りや

色を移した和蝋燭と、抽出後のコーヒー豆を粉砕し残蝋に混ぜ込んだ和蝋燭の 2種類をご用意いたしました。 

ご自宅にお持ち帰りいただき、ゆっくりと揺らめく炎を眺めながら、環境やサステナブルについて考えるきっかけにしていただ

ければと考えています。 

 

また、本年のクールアース・デーの７月７日（木）には、ホテルインターゲート大阪 梅田のインターゲートラウンジ（２

階）にて、2020年、2021年の取組として GRANVISTA Hotels&Resorts公式 YouTube チャンネルで配信い

たしました「和蝋燭の灯」に関する動画を上映いたします。和蝋燭の揺らぐ炎や灯りの下で舞う舞妓さんの舞、和蝋燭と

和菓子のお話などをまとめた 「和蝋燭の灯」 。ぜひ、この機会に自分のために、家族のために、地域のために、そして未

来の地球のために何ができるかを考えるスローな時間を過ごしてはいかがでしょうか。 

2022 年 6 月 27 日  GHR-22-1 

URL: https://www.intergatehotels.jp/osaka_umeda/event/candlenight2022/ 
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  当社は 2014年より 「クールアース・デー」 の主旨に共感し、共有価値創造活動 「Shaping the Global Future 

（シェーピング ザ グローバル フューチャー）」 の一環として、当社が運営するホテルで 「GRANVISTA Candle Night 

（グランビスタ キャンドルナイト）」 を開催しています。 

 

➀ ～「こだわりのコーヒー」 抽出後のコーヒー粉を和蝋燭に活用～  

エコなオリジナル和蝋燭 「ECOffee粉」 付き宿泊プラン 

 

ご予約受付開始：2022年 6月 27日（月） 

ご利用期間：2022年 7月 1日（金）～7月 31日（日） 

ご利用施設：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  

 

■ホテルインターゲート京都 四条新町 / 京都府京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町 387 番 

 

客室タイプ：インターゲートツインルーム（24㎡） 

ご利用価格：2名様 1室ご利用時 

         1名様 6,885円～ 

ご予約受付：https://bit.ly/3Oi7hIl 

 

■ホテルインターゲート東京 京橋 / 東京都中央区京橋 3丁目 7番 8号 

 

客室タイプ：スーペリアツインルーム（28㎡） 

ご利用価格：2名様 1室ご利用時 

         1名様 7,857円～ 

ご予約受付：https://bit.ly/3Nk5Vvk 

 

■ホテルインターゲート広島 / 広島県広島市中区鉄砲町 5番 16号 

 

客室タイプ：ツインルーム（24㎡） 

ご利用価格：2名様 1室ご利用時 

         1名様 6,480円～ 

ご予約受付：https://bit.ly/3A4QiVJ 

https://bit.ly/3Oi7hIl
https://bit.ly/3Nk5Vvk
https://bit.ly/3A4QiVJ
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 ■ホテルインターゲート金沢 / 石川県金沢市高岡町 2番 5号 

 

客室タイプ：スーペリアツインルーム（22㎡） 

ご利用価格：2名様 1室ご利用時 

         1名様 5,247円～ 

ご予約受付：https://bit.ly/3Ozgxrq 

 

■ホテルインターゲート大阪 梅田 / 大阪府大阪市北区梅田 2丁目 5番 2号 

 

客室タイプ：デラックスダブルルーム（23㎡） 

ご利用価格：2名様 1室ご利用時 

         1名様 8,262円～ 

ご予約受付：https://bit.ly/3xTESRR 

 

※ご利用価格は全て税サ込の価格です。ご利用施設により宿泊税が別途発生する場合もございます。 

 

➁ 7月 7日（木）限定 「和蝋燭の灯」上映会  

和蝋燭の揺らぐ炎や和蝋燭の灯りの下で舞う舞妓さんの舞、和蝋燭と和菓子のお話などの動画を上映いたします。 

やさしい灯りの映像を眺めながら、自分のために、家族のために、地域のために、そして未来の地球のために何ができる

かを考えるスローな時間を過ごしてください。 

上映日時：2022年 7月 7日（木）20:00～22:00 

上映場所：ホテルインターゲート大阪 梅田 2階インターゲートラウンジ 

参加費：無料 

 

 

 

■「Shaping the Global Future」 （共有価値創造活動） 

誰もが持つ課題には 「つながり」 があり、視点を変えると、課題は様々な社会課題ともつながっています。そうした課題

に対し 「多様な文化の伝承と創造」 「自然との積極的な共生」 という 2 つのテーマで向き合い、事業活動を通じて解

決を目指すこと、それが私たちグランビスタ ホテル＆リゾートの取り組む共有価値創造活動、「Shaping the Global 

Future」 です。 

https://bit.ly/3Ozgxrq
https://bit.ly/3xTESRR
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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 

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

