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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】 青い海に白い砂浜！ 「白良浜」まで徒歩 30秒  

テイクアウト OK！白良浜の海を眺めながら地元の味覚を楽しめるスペシャルメニューが今年も登場!! 

期間限定 「夏の白浜満喫フェア 2022」 開催のおしらせ 

開催期間：2022年 7月 16日（土）～ 2022年 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、ホテルから徒歩 30秒の白

良浜のビーチで楽しむことができる 「夏の白浜満喫フェア 2022」 を 7月 16日（土）より開催いたします。 

 

 

 

 

   

 

 

 

白良浜でお召し上がりいただける当館のテイクアウトメニュー。本年の 「夏の白浜満喫フェア 2022」 では、ご家

族皆様でお楽しみいただけるラインナップを充実いたしました。昨年、当ホテルで人気を博した、見た目も愛くるしい

パンダの顔が特徴の 「5 色のパンダクリームソーダ」（1 日各色 10 杯限定）をはじめ、大人も子どもも楽しめる 

「パンダカレー」 など、つい写真を撮りたくなるような見た目も可愛いメニューをご用意。 

また、近大クエや紀州鯛などをじっくり煮込んで旨味を凝縮した 「しらら麺」 や、和歌山県特産の高級和牛であ

る熊野牛を使用した 「熊野牛肉味噌おにぎり」 など、地域の名産品を活かしたメニューも期間限定でご提供い

たします。 

ビーチレンタル品として、海をより快適に楽しむ、テントやスノーケリングベストの貸し出しも実施しております。 

白良浜まで徒歩 30秒の当ホテルで、ここでしか食べられない夏のご当地メニューをお召し上がりください。 

 

2022 年 7 月 6 日 SRR-22-4 

URL：https://shiraraso.co.jp/information/2758/ 

https://shiraraso.co.jp/information/2758/
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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 

 

  

【 プール・ビーチサイド等へのテイクアウトが可能!! 「夏の白浜満喫フェア 2022」 概要 】 

販売期間：2022年 7月 16日（土）～ 8月 31日（水） 11：00 ～ 14：00（L.O.） 

販売場所：1階ロビーラウンジ 「シュガービーチ」 

お問い合わせ： 0739-43-0100 

※1階ロビーラウンジでもお召し上がりいただけます。 

※記載は全て税込価格です。ご宿泊のお客様の限定価格もご用意しております。 

※写真はイメージです。 

 

◆５色のパンダクリームソーダ（※各色 1日 10杯限定） 700円 

 

 

 

 

 

 

◆クリームソーダ 700円 ※通常のクリームソーダとなります。 

 

◆パンダカレー 1,100円 

可愛らしいパンダの顔で、お子様も喜ぶ 「パンダカレー」。 

飴色になるまで炒めた甘い玉ねぎと、鰹・昆布出汁を加えた 

和風カレーに、「紀の国みかんどり」のフライも楽しめる逸品。 

 

◆しらら麺   1,100円 

近大クエ、紀州鯛、鰹、昆布をベースに数種類の野菜と 

チキンエキスをじっくり煮込んで旨味を凝縮した 

「白良荘グランドホテル」オリジナルスープのラーメンです。 

昨年、大人気の 「パンダクリームソーダ」 が今年も登場!! 

その日の気分で、お好きなカラーをお選びください。 

( ピンク / イエロー / レッド / グリーン / ブルー )  
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  ◆熊野牛肉味噌おにぎり 385円 

風味が良く、和歌山県のブランド牛肉である「熊野牛」と、 

野菜と地元産のお味噌で作った特製の肉味噌をおにぎりに 

しました。 

 

◆チキンカツバーガー 660円 

和歌山県で採れたみかんの皮を飼料にまぜて健康に育った 

鶏「紀の国みかんどり」のチキンカツと紀ノ川漬け(漬物)を 

アクセントにしたオリジナルタルタルソースをサンドしました。 

 

◆和風ローストビーフ丼  1,650円 など 

 

 

■ビーチレンタル 

ご利用時間： 2022年 7月 16日（土）～ 8月 31日（水） 9：00 ～ 18：00 

貸出場所： 1F ラウンジ特設カウンター 

・ ポップアップテント 1,500円 

・ スノーケリングベスト（S,M,L）各 800円 

・ ジャンボパイナップルマットレス 1,000円 

・ リゾートチェア 800円 等。  

※数量に限りがございます。予め、ご了承ください。 

※記載は全て税込価格、1日ご利用料金です。 

 

 

【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 : https://shiraraso.co.jp/information/850/ 

https://shiraraso.co.jp/information/850/
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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 

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 

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
https://shiraraso.co.jp/
https://www.facebook.com/shiraraso

