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株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（京都市下京区、代表取締役社長 湊 和則）は、展開する 

ＪＲ西日本ホテルズの 8 ホテルにおいて、GoTo トラベル事業を活用した、「GoTo 西日本キャンペーン」

を開催いたします。 

キャンペーンでは、テーマを「3 密も残暑も避けて、おトクに快適！家族旅」、「シルバーウィーク 

は、贅沢しよう！」、「おこもりするならホテルでしょ！」、「食欲の秋、読書の秋、行楽の秋を叶える 

充実のステイ！」として、旅を通じて、地域に貢献し、西日本を元気にする一助となれればと考えて 

おります。当キャンペーン宿泊プランの主な特徴は、最大「24 時間 STAY」を可能としており、 

「3 密」を回避し、ホテルで安全・安心に、ゆったりと滞在できるプランをご用意しました。 

 

ご予約は、当ホテルグループ公式サイトをご利用いただければ、GoTo トラベル事業支援額割引後の

価格にて購入することができ、ご予約完了後の割引クーポン申請や、チェックイン時のクーポン提示な

ど、お客様によるお手続きは不要です。 

 

さらに、JR ホテルグループが加盟する会員プログラム「JR ホテルメンバーズ」※の方、または新 

規加入されると、最大 14％割引され（メンバーズ価格は、宿泊プランによって異なります。）、また 

ポイントもたまり、もっとお得にご利用いただけます。 

※ＪＲホテルメンバーズとは、ＪＲ東日本ホテルズ、ＪＲ東海ホテルズ、ＪＲ西日本ホテルズ、ＪＲ九州 

グループホテルが加盟する会員プログラムです。（https://www.jrhotel-m.jp/） 

 

JR西日本ホテルズでは、withコロナ時代にも、お客様が、安全に、安心してご滞在いただけるホテル 

として、新たな衛生基準「Clean & Safety」を設け、妥協のない清潔さと、衛生的な環境づくりに努 

め、お客様の快適なご滞在をお約束しております。 

 
 
 
 
 
 

                                          
  

～JR西日本ホテルズ「GoTo西日本キャンペーン」概要～ 
 [対象ホテル] 

 

 

 

 

 

JR西日本ホテルズ「GoTo西日本キャンペーン」開催 

GoTo トラベル割引は、JR 西日本ホテルグループ公式サイトからのご予約がスマートでおトク！ 

ホテルグランヴィア京都／ホテルグランヴィア大阪 ／ホテルグランヴィア和歌山／ホテルグランヴィア岡山／

ホテルグランヴィア広島 ／ホテルヴィスキオ大阪／ホテルヴィスキオ尼崎／奈良ホテル 

※画像はイメージです。 

https://www.jrhotel-m.jp/
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[対象期間] 2020年8月28日（金）～2020年12月31日（木） ※プランにより異なります。 

 

[主な宿泊プラン ] 

～3 密も残暑も避けて､おトクに快適！家族旅～ 

■ホテルヴィスキオ大阪 

  プラン名：[お子様特典付き]ファミリープラン 

 特徴・特典：最大 24 時間 STAY/小学生以下の添い寝で宿泊のお子様は、 

宿泊費・朝食代金が無料/お子様は「ハシ鉄」または「新幹線スプーン」プレゼント 

/「大阪弁トランプ」（1 滞在 1 個） 

    料金：1 名様あたり 8,450 円～（1 泊朝食付/2 名様利用の場合） 

 

■ホテルグランヴィア広島 

プラン名：家族旅をお得に楽しんじゃおう！  

特徴・特典：最大 24 時間 STAY/駐車場料金最大 24 時間無料（1 室 1 台につき） 

/小学生以下の添い寝で宿泊のお子様は、宿泊費・朝食代金が無料 

    料金：1 名様あたり 10,900 円～（1 泊朝食付/2 名利用の場合） 

 

～シルバーウィークは、贅沢しよう！～ 

■ホテルグランヴィア大阪 

プラン名：「世界料理オリンピック」銀メダル受賞ディナー付き 最上階ステイプラン 

特徴・特典：最大 24 時間 STAY/「世界料理オリンピック」銀メダル受賞ディナー付 

/大阪・関西の人いらっしゃい特典「2,500 円キャッシュレスポイント還元」併用可 

    料金：1 名様あたり 30,000 円～（1 泊 2 食付/2 名利用の場合） 

 

■ホテルグランヴィア和歌山 

  プラン名：ゆったり満喫、紀州の秋、贅沢会席ディナー付きプラン 

特徴・特典：最大 24 時間 STAY/3 食付/駐車場料金最大 36 時間無料/ホテルズカフェ「パスワー 

ド」でのウエルカムドリンクチケット付 

    料金：1 名様あたり 21,300 円～（1 泊 3 食付/2 名利用の場合） 

        

■奈良ホテル 

  プラン名：女子旅、母娘旅におすすめ 悠々自適！奈良の秋旅 

 特徴・特典：最大 24 時間 STAY/お箸で食べるフレンチディナーと選べる朝食付 

/女性限定「サルバトーレ・フェラガモ」アメニティ付 

        料金：1 名様あたり 23,500 円～（1 泊 2 食付/2 名利用の場合） 

 

※上記商品は、シルバーウィーク以外もご利用いただけます。 

～おこもりするならホテルでしょ！～ 

■ホテルヴィスキオ尼崎 

  プラン名：ファミリーや女子旅にも、おすすめ！おこもりに嬉しい特典満載プラン 

特徴・特典：最大 24 時間 STAY/選べる朝食付/映画見放題/駐車場料金最大 24 時間無料 

（1 室 1 台につき）/小学生以下の添い寝で宿泊のお子様は、宿泊費・朝食代金が無料 

/お子様限定お菓子のつかみ取り/ご当地土産等他にも特典あり 

    料金：1 名様あたり 12,000 円～（1 泊朝食付/2 名利用の場合） 
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～食欲の秋、読書の秋、行楽の秋を叶える充実のステイ!～ 

■ホテルグランヴィア京都 

  プラン名：グランヴィアまるごと満喫！ 

15Ｆビュー＆ダイニング「コトシエール」ディナー+5 大特典付きプラン 

 特徴・特典：最大 24 時間 STAY/館内直営レストラン利用券 1,000 円分付（お一人様あたり） 

/駐車場料金最大 24 時間無料/客室アップグレード/朝食はレストランまたはルーム 

サービスをチョイス可 

    料金：1 名様あたり 20,000 円～（1 泊 2 食付/2 名様利用の場合） 

 

■ホテルグランヴィア岡山 

  プラン名：せとうちの秋を満喫、岡山の銘牛「千屋牛」の鉄板焼ディナー＆フレンチのランチコ 

ース付プラン 

 特徴・特典：最大 24 時間 STAY/3 食付/駐車場料金最大 24 時間無料（1 室 1 台につき） 

/ロビーラウンジドリンクチケット付 

    料金：1 名様あたり 36,800 円～（1 泊 3 食付/2 名利用の場合） 

 

※価格はすべて税金、サービス料込みです。 

 

他にも GoTo トラベル対象宿泊プランは、多数ご用意しており、順次公開しております。 

詳しくは、ＪＲ西日本ホテルズ「GoTo 西日本キャンペーン」Ｗｅｂサイトよりご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊ このお知らせに関するお問い合わせ先 ＊＊＊＊＊ 

報道関係者様窓口 TEL 075-342-5501 （直通） 

㈱ジェイアール西日本ホテル開発  

カンパニー統括本部 営業戦略部 マーケティング企画グループ 

担当： 蕗谷（ふきや）、森本 E-mail：k_fukiya@granvia-kyoto.co.jp 

お客様窓口 対象ホテルの代表電話までお問合せください。 

 

 

JR 西日本ホテルズ 新衛生基準「Clean & Safety」について 
 

JR 西日本ホテルズでは、お客様と従業員の安全を第一に鑑み、新たな衛生基準「Clean & Safety」を策定い
たしました。私たちは、新しい生活様式の中でも、お客様が、より快適に、安心してご滞在いただける上質な
旅の基点となるために、妥協のない清潔さと、衛生的な環境づくりに努めてまいります。 

 
新衛生基準「Clean & Safety」について、詳しくはこちらをご覧ください。 
 

ホテルグランヴィア京都    TEL 075-344-8888（代）    ホテルグランヴィア大阪   TEL 06-6344-1235（代） 

ホテルグランヴィア和歌山  TEL 073-425-3333（代）    ホテルグランヴィア岡山   TEL 086-234-7000（代） 

ホテルグランヴィア広島    TEL 082-262-1111（代）    ホテルヴィスキオ大阪     TEL 06-7711-1111（代） 

ホテルヴィスキオ尼崎      TEL 06-6491-0002（代）    奈良ホテル        TEL 0742-26-3300（代） 

 

 

ＪＲ西日本ホテルズ「GoTo 西日本キャンペーン」サイト 

https://www.hotels.westjr.co.jp/goto/ 
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