SEASON IN HIGHLIGHTS

December 2022 - February 2023 ~ Christmas & New year ~

4F

Elements Festive Promotions 2022-2023

Elements

エレメンツ・フェスティブプロモーション 2022-2023
街がきらめく冬、
オールデイダイニング
「エレメンツ」
で、思い出に残る優雅なひとときを過ごしま
せんか？クリスマスと新年の幕開けでは、それぞれ定番のお料理をはじめ、お祝いにふさわし
い特別なお料理をご用意いたします。
ランチタイムの華やかなスイーツのほか、
ディナータイム
限定のクリスマスローストターキーや新年を飾るローストビーフをご提供。
ご家族や友人と、素
敵なフェスティブシーズンをお楽しみください。

Christmas 2022 Winter Bounty 〜LAND and SEA〜

クリスマス 2022 冬の恵み 〜LAND(陸) and SEA(海)〜
販売期間

料金

2022年12月24日（土）〜 12月25日（日）

スイーツ＆ランチ ビュッフェ:6,000円

営業時間

（選べるメインディッシュ付き）

スイーツビュッフェ:4,000円（ビュッフェのみ）

【ランチ】11:30 am - 3:30 pm

・クリスマススイーツ＆ランチブッフェ 11:30 am - 2:00 pm
・クリスマススイーツブッフェ 2:00pm - 3:30pm

【ディナー】5:30 pm - 9:00 pm

クリスマスディナービュッフェ:8,500円

メニュー例
【クリスマスディナー・カービングステーション】
・ローストターキー

・パルマ産ペラガッティーノチーズのリゾット

New Year 2022-2023 Winter Bounty 〜LAND and SEA〜

ニューイヤー 2022-2023 冬の恵み 〜LAND(陸) and SEA(海)〜
販売期間

料金

2022年12月31日（土）〜2023年1月3日（火）

スイーツ＆ランチ ビュッフェ:6,000円

営業時間

（選べるメインディッシュ付き）

スイーツビュッフェ:4,000円（ビュッフェのみ）

【ランチ】11:30 am - 3:30 pm

・新春スイーツ＆ランチブッフェ 11:30 am - 2:00 pm
・新春スイーツブッフェ 2:00pm - 3:30pm

【ディナー】5:30 pm - 9:00 pm

新春ディナービュッフェ:9,600円

メニュー例
【新年ディナー・カービングステーション】
・九州産和牛のローストビーフ

・パルマ産ペラガッティーノチーズのリゾット
■

0~5歳は無料、6~11歳は大人料金の半額にて
ご利用いただけます。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

■

ご希望のお客様にはキッズメニューも別途追加料金にて
ご用意しております。

4F

STRAWBERRYS PROMOTION 2023
Strawberrys Sweets Buffet「LOVE my SWEETS」

Elements

ストロベリー・スイーツブッフェ「LOVE my SWEETS」

い ちご に 恋 す る６カ月 。毎 年 予 約 殺 到 の ストロ ベリープロモ ーションを 、今 年 は
「STRAWBERRY HEART」
をテーマに、甘く甘能的ないちごの世界へ皆様をご案内いた
します。
その第一弾を飾るのは
「LOVE my SWEETS」
と題して、
パティシエのアイデアを盛り
込んだ、約２５種類のバラエティ豊かないちごやベリー尽くしのスイーツをご用意いたします。心
ときめく真っ赤な甘い幸せに恋するスイーツを心ゆくまでお楽しみください。
販売期間

営業時間

2022年12月1日（木）〜2023年2月28日（火）

2:45 pm - 4:45 pm

料金
5,000円

*土日のみ
除外日：2022年12月24日(土)、25日(日)
2022年12月31日(土)〜2023年1月3日(火)

メニュー例
【ストロベリー・ガトーセレクション
（全５種）】

【ヴェリーヌセレクション
（全５種）】

・
「誘惑」
ストロベリー・タルト
・
「キュート」
ストロベリー・ロールケーキ
・
「宝石」
ストロベリー・ショートケーキ
・ストロベリー・ショコラケーキ
・イタリア産ピスタチオとストロベリーのクグロフ

・ヴェリーヌ・ミルフィーユ
・ストロベリー・シャルロット
・ライチとストロベリーパンナコッタ etc...

【プティ・ガトーセレクション
（全１０種）】

【MY STYLE SWEETS（ブレッド・プディング）】
・プティフル（全５種）
・セイボリー
（全５種）

・現代風いちご大福
・エクレール・オ・フレーズ
・生チーズケーキ
「ストロベリー」
・ストロベリームース
・ベリーとはちみつのカップケーキ etc...
■

浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。

■ ドレスコードは、
スマートカジュアルです。
■

お席のご利用は90分とさせていただきます。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

■

メニューは変更になる場合がございます。

3歳以上5歳以下のお子様は、お一人1,000円、6歳以上
11歳以下のお子様は、お一人3,000円頂戴いたします。
■ デザートブッフェは4:30pmに終了となります。
■

2F

Winter Wonderland Afternoon Tea

The Lounge

ウィンター・ワンダーランド・アフタヌーンティー
英国の冬の風物詩となった
「ウィンター・ワンダーランド」。
イルミネーションの光が輝き、高揚感
に包まれるホリデーシーズンに、冬の夜にきらめく光や、宝石のように輝くオーナメントを表現し
た
「クリスマス・アフタヌーンティー」
をご用意いたします。
パティシエが生み出す遊び心たっぷり
のスイーツと最高品質の紅茶「TWG Teaファインティーセレクション」
と組み合わせてお楽し
みください。
Period

販売期間

November 16, 2022 - December 31

2022年11月16日（水）〜12月31日（土）

Opening Hours

営業時間

TWO SEATINGS／120 minutes each

【1st】1:00 pm - 3:00 pm / 1:30 pm - 3:30 pm
【2nd】3:30 pm - 5:30 pm

Price

お席は120分、2部制でご用意しております。

【1部】1:00pm - 3:00 pm / 1:30pm - 3:30 pm
【2部】3:30pm - 5:30 pm

料金

4,000 yen

4,000円

Menu

メニュー例

・Cucumber sandwich

・胡瓜 サンドウィッチ

・Scotch woodcock

・スコッチ・ウッドコック
（英国風オープンサンドイッチ）

・Roast chicken and red berries, Brioche burger
・Smoked salmon and pomegranate quiche
・Strawberry parfait

・Pistachio cake and waﬄe tree

・ローストチキンと赤い果実 ブリオッシュバーガー
・スモークサーモンとパルメザンチーズのキッシュ

・petit parfait noël パルフェ ノエル（ストロベリーパフェ）
・サパン・ド・ノエル ピスターシュ

・Christmas chocolate mousse

（ピスタチオとワッフルのツリー型ケーキ）

・Pierre Hermé Paris macaron (Pistachio raspberry)

・ジンジャー・ブレッド・クッキー

・Gingerbread biscuits
・Strawberry Guimove

・Italian pistachio scone, Strawberry scone

with Kitsuki honey and strawberry jam, clotted cream
Hotel Yukata dress/Slippers not allowed.
Seating time may be limited to 2 hours depending on
business demand.
■ Menu items may be changed without advance notice.
■ A kids menu is also available at an additional charge.

・ノエル・ショコラ・クリュ
（チョコレートムース）
・ピエール・エルメ・パリ マカロン（フランボワーズ ピスターシュ）
・ストロベリー・ギモーブ

・イタリア産ピスタチオとストロベリーのスコーン

（近藤養蜂場のいちご蜂蜜ジャムとクロテッドクリーム添え）
浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。
お席のご利用は２時間とさせていただきます。
■ メニューは変更になる場合がございます。
■ ご希望のお客様にはキッズメニューも別途追加料金にて
ご用意しております。

■

■

■

■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F

Atelier Festive Promotion 2022-2023
- THE ART of GASTRONOMY -

Atelie

アトリエ・フェスティブプロモーション 2022-2023

「THE ART of GASTRONOMY」
をテーマに、美しさと創造に満ちたクリスマスだけの特別メ
ニューが聖夜を華やかに彩ります。
そして新年には、旬の地元食材を贅沢に盛り込んだ新しい
門出を祝うにふさわしい、色鮮やかなお料理をご堪能いただけます。最良の１銘柄をグラスで
ご提供するワインペアリングとともにお楽しみください。

Festive Christmas Dinner 2022

クリスマスディナー 2022 - 芸術で愉しむ美食 販売期間

料金

2022年12月24日（土）〜12月25日（日）

23,800円（グラスシャンパン付き）

メニュー例 (6品のクリスマス特別ディナーコース)
・食前のお楽しみ キャビア
「色彩」

・オマール海老 地元野菜と果実「五感」

・パテ・ド・カンパーニュ ハモンセラーノ
「濃密と活力」
・別府湾産 舌平目 鱈の白子「モダン」

・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き 黒トリュフ
「テロワール」

・クリスマスデザート

Festive New Year Dinner 2022-2023

ニューイヤーディナー 2022 - 2023 - 芸術で愉しむ美食 販売期間

料金

2022年12月31日（土）〜2023年1月8日（日）

2022年12月31日（土）〜2023年1月3日（火）
28,800円（グラスシャンパン付き）

2023年1月4日（水）〜2023年1月8日（日）
20,000円

メニュー例(新年を祝う6品の特別ディナーコース)
2022年12月31日（土）〜2023年1月3日（火）

・佐伯産ふぐ おおいた大葉

・愛海の恵み 豊後水道産 甘鯛 ヒオウギ貝

・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き 柚子胡椒

・新春八寸

関アワビ

津久見産本マグロ シマアジ

浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。
■ ドレスコードは、
スマートカジュアルです。
■ メニューは変更になる場合がございます。
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

・オマール海老

安心院ワイン

・デザート

お席のご利用は２時間とさせていただきます。
12歳以下のお子様はご利用になれません。
■キッズメニューやキッズチェアのご用意はございません。
■
■

PATISSERIE BOULANGERIE Christmas Collection 2022
「Stollen」&「Panettone」

2F

Boutique

パティスリー・ブーランジェリー クリスマスケーキ&ブレッド コレクション 2022「シュトーレン」&「パネトーネ」
この冬の願いを込めた贈り物。
フェスティブシーズンに欠かせないクリスマスブレッドには、
フラ
ンス産の小麦粉に国産発酵バターなど、
こだわりぬいた素材のみで仕上げた「シュトーレン」
や、
しっとりとした食感とリッチなバターの味わいが特徴のイタリア伝統の菓子パン
「パネトーネ」
が新登場。お取り寄せも可能なホテルメイドのクリスマス。
あなたの大切な方と過ごすご自宅で
のホリデーシーズンに、
クリスマスの特別なひとときをお楽しみください。
Period

販売期間

December 1, 2022 - December 25

2022年12月1日（木）〜12月25日（日）

Opening Hours

営業時間

10:00 am - 5:00 pm

10:00 am - 5:00 pm

Price

料金

2,000 yen - 3,000 yen

2,000円 - 3,000円

LIMITED to 150 sets.

Menu

150個限定

メニュー例

・Stollen (13cm) 3,000 yen

A classic Christmas stollen made with only the ﬁnest
ingredients, such as French ﬂour and domestic
fermented butter.

・Panettone(15cm) 2,000 yen

Traditional Italian sweet bread with a moist texture and
rich buttery taste.

・シュトーレン
（約13cm） 3,000円

フランス産の小麦粉に国産発酵バターなど、

こだわりぬいた素材のみで仕上げたクリスマス定番の

シュトーレン。

・パネトーネ（約15cm） 2,000円

しっとりとした食感とリッチなバターの味わいが特徴の
イタリア伝統の菓子パン

◀QRコードより

ご注文いただけます。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F

Winter Bounty - LAND and SEA

Elements

冬の恵み 〜LAND(陸) and SEA(海)〜
寒さが増すこの季節に、心も体も芯から温めてくれるメニューが勢揃い！野菜や果物の甘さと
旨味がさらに増す、冬ならではの食材を五感を通じてお楽しみいただけるWinter Bounty 〜
冬の恵み〜は、
「 LAND(陸) and SEA(海)」
をテーマに、エレメンツシェフが自ら選りすぐった
食材を盛り込んだメインディッシュとともに、旬の味覚満載の前菜や真っ赤な幸せに恋する！い
ちごやベリー尽くしのスイーツがビュッフェボードを華やかに演出いたします。
Period

販売期間

December 1, 2022 - February 28, 2023

2022年12月1日（木）〜2023年2月28日（火）

Opening Hours

営業時間

【Lunch】11:30 am - 2:00 pm
【Dinner】5:30 pm - 9:00 pm

【ランチ】11:30 am - 2:00 pm

【ディナー】5:30 pm - 9:00 pm

Price

料金

Lunch weekday : 4,800yen (weekend : 5,000yen)

ランチ平日:4,800円（土日祝:5,000円）

Dinner : 7,500yen

Menu

ディナー：7,500円

メニュー例

【Lunch】

【ランチ】

・Sauteed Oita white ﬁsh, sauce sabayon

・大分県産 白身魚のソテー サバイヨン

・Fried codﬁsh, winter vegetables, and green tartar sauce
・Roasted Mitsusedori chicken, shiitake mushrooms
cream sauce

・Pork ﬁllet scaloppine, seasonal vegetables
【Dinner】

・Oita white ﬁsh vol-au-vent, langoustine

・Sauteed pomfret, snow crab ravioli, crown daisy sauce
・Kyushu Beef cheek Parmentier, winter vegetables

・Kome no megumi pork tomahawk, Oita condiments
・Kyushu beef striploin 100g, green pepper sauce

・タラと冬野菜のフリット グリーン・タルタルソース
・佐賀県産 みつせ鶏のロースト 椎茸クリームソース
・米の恵み豚のスカロッピーネ 季節野菜添え

【ディナー】

・大分県産白身魚のヴォロヴァン ラングスティーヌ添え

・大分県産平目のソテー ズワイ蟹のラビオリ 春菊のソース
・九州産 牛ほほ肉のパルマンティエ 冬野菜添え

・大分県産 米の恵み豚のトマホーク 大分コンディメント

・九州産 ビーフサーロイン100ｇ ポワブル・ヴェールソース

■

■ ドレスコードは、
スマートカジュアルです。

■

■

Smart casual dress code.
Seating time may be limited to 2 hours depending on
business demand.
■ Menu items may be changed without advance notice.
■ A kids menu is also available at an additional charge.
■ Children of the age of 0 to 5 years are for free, the age of 6 to 11
years are available with an half of the adult price.

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

お席のご利用は2時間とさせていただきます。
メニューは変更になる場合がございます。
■ ご希望のお客様にはキッズメニューも別途追加料金にて
ご用意しております。
■ 0~5歳は無料、
6~11歳は大人料金の半額にてご利用いた
だけます。
■

4F

Atelier Signature

Atelier

アトリエ・シグネチャー
シグネチャーディッシュである
「大分県蒲江産イセエビ」
と
「おおいた和牛」
を中心に、冬ならで
はの味覚とシェフの技を堪能できるメニューが期間限定で登場。独創性の中に洗練さとエレガ
ンスがひかるコース料理では、旬の地元食材とフレンチの技法が融合した唯一無二な食体験
をご堪能いただけます。
ソムリエが厳選したワインセレクションの中から、お料理に最良の１銘
柄をグラスでご提供するワインペアリングとともに優雅なひとときをお楽しみください。
Period

販売期間

December 1, 2022 - February 28, 2023

2022年12月1日（木）〜2023年2月28日（火）

Opening Hours

営業時間

TWO SEATINGS / 120 minutes each

【1st】5:00 pm - 7:00 pm / 5:30 pm - 7:30 pm

【2nd】7:30 pm - 9:30 pm / 8:00 pm - 10:00 pm

お席は120分、2部制でご用意しております。

【1部】5:00 pm - 7:00 pm / 5:30 pm - 7:30 pm

【2部】7:30 pm - 9:30 pm / 8:00 pm - 10:00 pm

Price

料金

20,000 yen

20,000円

Menu

メニュー例

・Cauliﬂower, Yufuin salmon

・カリフラワー

・Oita eel, Hita pepper

・地元の恵み

・Oita spiny lobster, citrus and caviar
・Oita managatsuo ﬁsh, coconut American sauce

・charcoal grilled Oita wagyu ﬁlet mignon, black truﬄe
・Dessert

Hotel Yukata dress/Slippers not allowed.
Smart casual dress code.
■ Seating time may be limited to 2 hours depending on
business demand.
■ Menu items may be changed without advance notice.
■ Children of the age of 12 years and below are not allowed
in Atelier.(kids menu not available, baby chairs for high
counter not available).

湯布院サーモン

・蒲江産 イセエビ

鰻

柑橘とキャビア
日田山椒

・豊後水道産 マナガツオ ココナッツアメリケーヌ
・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き 黒トリュフ
・パティシエ特製デザート

浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。

■

■

■

■ ドレスコードは、
スマートカジュアルです。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

お席のご利用は２時間とさせていただきます。
メニューは変更になる場合がございます。
■ 12歳以下のお子様はご利用になれません。
キッズメニューやキッズチェアのご用意はございません。
■
■

4F

The BAR x DISTILLERIE DE PARIS
DISTILLERIE DE PARIS Cocktail Fair

The BAR

The BAR × ディスティレリ・ド・パリ 「ディスティレリ・ド・パリ カクテルフェア」
「飲める香水」
と称されるパリで唯一の
「クラフトジン、
ディスティレリ・ド・パリ」
とコラボレーション。
香料の高級産地レユニオン島の新鮮なボタニカルだけを使用し、エキゾチックかつウッディに
造られる
「ジン ベル・エール」
をはじめ、柑橘系の香りをベースの
「ジン バッチ1」
を使ったオリジ
ナルカクテルをお楽しみいただけます。
「ネオ・ガストロノミー」
では、厳選された地元食材とシェ
フの技が織りなす華やかなお料理に合わせ、特別な4種類のカクテルをご提供するペアリング
ディナーをご用意いたします。
販売期間

料金

2022年12月1日（木）〜2023年2月28日（火）

デギュスタシオン
（コース料理）
：10,000円

営業時間
ネオ・ガストロノミー：毎週土曜日、日曜日限定
*6名様限定

6:00 pm - 8:00 pm / 7:00 pm - 9:00 pm

ディスティレリ・ド・パリ カクテルペアリング（4種類）
：8,000円
ディスティレリ・ド・パリ カクテル：2,500円 -3,000円

メニュー例
・シェフの織り成す5品のディナーフルコース

・ディスティレリ・ド・パリ カクテルペアリング 4種類

Special Event「In the Dark」

スペシャルイベント「イン・ザ・ダーク」
販売期間

メニュー例

2022年12月17日（土）

営業時間
8:30 pm - 9:30 pm *12名様限定
開場: 8:15 pm / 開宴: 8:30 pm

料金

氏によるジン・トーク

・３種のジン・テイスティング＋季節のフルーツとハーブ添え

（ジン バッチ１／ジン トニック／ジン ベル・エール）
第２部（30分）

・デモンストレーション
（調香体験）

（「飲める香水」ディスティレリ・ド・パリの香りの豊かさの

5,000円

秘密を体験）

浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。
■ ドレスコードは、
スマートカジュアルです。
■ お席のご利用は２時間とさせていただきます。
■

Inquiry

第１部（30分）

・ディスティレリ・ド・パリ ブランドアンバサダー 河野 佳代

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

■
■

メニューは変更になる場合がございます。
20歳未満のお客様の飲酒、及び18歳未満のお客様による
バーのご利用はお断りします。

2F

STRAWBERRYS PROMOTION 2023
Strawberrys Afternoon Tea~ Travel in France~

The Lounge

ストロベリー・アフタヌーンティー 〜フランス編〜

ATTENTION PLEASE!! 今年は「Travel World Sweet〜世界を旅するアフタヌーン
ティー〜」
と題して、旅をテーマに遊び心溢れる甘能的な世界へ皆様をご案内いたします。最
初の目的地は
「フランス」。光り輝くジュエリーのような
「いちご」
の季節に、
パリジェンヌ達は大は
しゃぎ。旬のいちごを贅沢に使用した、
フランスの伝統菓子を取り入れた「ストロベリー・アフ
ターヌーンティー」
をご用意いたします。
パティシエが生み出すファッショナブルなスイーツと最高
品質の紅茶「TWG Teaファインティーセレクション」
との組み合わせをお楽しみください。
あな
たの家族やご友人と一緒に、思い出に残る優雅な午後のひとときをお過ごしいただけます。
販売期間

メニュー例

2023年1月1日（日）〜2月28日（火）

・クロック・ムッシュ

営業時間

・ズワイ蟹とセロリ プティ・シュー

・パテ・ド・カンパーニュ ブリオッシュバーガー

10:30 am - 5:30 pm

お席は120分、2部制でご用意しております。

【1部】1:00 pm - 3:00 pm / 1:30 pm - 3:30 pm
【2部】3:30 pm - 5:30 pm

料金

・キッシュ・ロレーヌ

・ヴェリーヌ・フレジエ
・ストロベリー・オペラ
・ストロベリー・フラン

・パート・ド・フリュイ ストロベリー
・ピエール・エルメ・パリ マカロン

（エモーション(ストロベリー))

4,000円

・カヌレ・ドュ・ボルドー

・ストロベリーと発酵バターのスコーン

（近藤養蜂場のいちご蜂蜜ジャムとクロテッドクリーム添え）

Hotel Yukata dress/Slippers not allowed.
Seating time may be limited to 2 hours depending on
business demand.
■ Menu items may be changed without advance notice.
■ A kids menu is also available at an additional charge.

浴衣・スリッパでのご利用はご遠慮ください。
お席のご利用は２時間とさせていただきます。
メニューは変更になる場合がございます。
■ ご希望のお客様にはキッズメニューも
別途追加料金にてご用意しております。

■

■

■

■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

■

PATISSERIE BOULANGERIE
Valentine's Day & White Day Collection 2023
「Chocolate bon bon」&「Amandes Ruby Chocolate」

2F

Boutique

パティスリー・ブーランジェリー バレンタイン&ホワイトデー コレクション 2023「ボン ボン ショコラ」&「ルビーアマンド」
ショコラに想いを。大切な人へ愛を伝える
「バレンタイン&ホワイトデー コレクション」が新登場。
豊かな香りのカカオと相性の良い素材を組み合わせた
「ボン ボン ショコラ」
は、
ジュエリーのよ
うな輝きを放ち、異なる個性が織り成す香りや味わいが特徴。
また、香ばしいアーモンドとルビー
チョコレートが出合う
「ルビーアマンド」
は、バラの花びらを散らした華やかな仕様に。お取り寄
せも可能なホテルこだわりのショコラ。大切な人への思いを込めたギフトに。
ご家族やご友人へ
のプレゼント、
自分へのご褒美におすすめです。
Period

販売期間

January 15, 2023 - March 31

2023年1月15日（日）〜3月31日（金）

Opening Hours

営業時間

10:00 am - 5:00 pm

10:00 am - 5:00 pm

Price

料金

1,728yen - 3,672yen

1,728円 - 3,672円

Menu

メニュー例

・Chocolate bon bon (4 pieces) 2,052yen
・Chocolate bon bon (9 pieces) 3,672yen

An assortment of bonbon chocolates combining richly
fragrant cocoa and compatible ingredients.

These ﬁne chocolates sparkle like jewelry, creating an

aroma and taste that is a blend of diﬀerent personalities.

・Amandes Ruby Chocolate 1,728yen

Aromatic almonds meet ruby chocolate.

The unique cocoa ﬂavor and acidity of ruby chocolate are
expressed in this gorgeous version, which is sprinkled
with rose petals.

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-66-1000(Hotel Main)

・ボン ボン ショコラ
（４個入り） 2,052円
・ボン ボン ショコラ
（９個入り） 3,672円

豊かな香りのカカオと相性の良い素材を組み合わせた

ボン ボン ショコラのアソートメント。
ジュエリーのような
輝きを放つ、上質なショコラは、異なる個性が織り成す
香りや味わいを演出。

・ルビーアマンド 1,728円

香ばしいアーモンドとルビーチョコレートの出会い。

ルビーチョコレート特有のカカオの風味と酸味を表現し、
バラの花びらを散らした華やかな仕様。

1F

HARNN Heritage Spa

12 Gifts of Christmas
ハーンヘリテージスパによる1 2日間のクリスマスギフト
クリスマスシーズン限定のスペシャル企画。12/13(火)〜12/24(土)までの期
間、
スパにてトリートメントや商品など毎日さまざまな特典をご用意してお待ち

販売期間 Period

2022.12. 13 - 24

しております。
クリスマスのギフトをお選びいただくにも最適です。ぜひ、
この

営業時間 Opening Hours

機会にHARNNヘリテージスパへお立ち寄りください。

12:00 am - 9:00 pm

Dec.

13
Dec.

17
Dec.

21
■

10% oﬀ on Deep Tissue

Dec.

Massage with free gift

14

ディープティシューマッサージ
10％オフ＆ギフト

Buy VUUDH Room Spray and

Dec.

get 15% oﬀ on Aromatic Sachet

18

VUUDHルームスプレーの

ご購入につきアロマサシェ15%オフ

10〜25% oﬀ on Siamese

Dec.

Jasmine items

22

サイアムジャスミンシリーズが
10%〜25%オフ

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 13%
service charge.

■

15% oﬀ on Beppu Energizer
別府エナジャイザー 15%オフ

Book any spa package and
get 15% oﬀ on your next
reservation
スパパッケージプランをご予約で
次回のご予約トリートメント
15%オフ

10% oﬀ on Oriental Herbs
products

オリエンタルハーブシリーズが
10%オフ

料金には消費税が含まれております。別途税抜価格に対し、
サービス料15％を加算させていただきます。

Dec.

15
Dec.

Buy VUUDH Diﬀuser and
get 25% oﬀ on oil reﬁll

VUUDHディフューザーのご購入に

つきディフーザーオイル25%オフ

10〜25% oﬀ on Oriental
Rose items

Dec.

16
Dec.

19

オリエンタルローズのアイテムが

20

Dec.

Buy any Oriental Rose product
and get 15% oﬀ on any spa
journey reservation

Dec.

23
Inquiry

10%〜25%オフ

オリエンタルローズコレクションの
ご購入につきスパジャーニーが
15%オフ

お問合せ

TEL:0977-76-8276(SPA)

24

15% oﬀ on 90 Min. Siamese
Heritage Massage

サイアムアロマボディーセラピー
90分 15%オフ

Buy large VUUDH candle
and get 15% oﬀ on the travel
size candle
VUUDHキャンドルのご購入に
つきトラベルサイズキャンドル
15%オフ

Visit us and pick a gift from
HARNN Christmas Tree

ハーンクリスマスツリーで

ギフトが当たるチャンス

HARNN Heritage Spa「Put Your Best Face Forward」

1F

HARNN Heritage Spa

ハーンヘリテージスパ「プットユア ベストフェイス フォワード」

ハーンヘリテージスパとご自宅での二つのケアで、冬の乾燥からお肌を守る期間限定のご提
案。
ウォーターリリーフェイシャルコレクションの中から3種類の製品をお求めいただいた方へ、
ハーンのフェイシャルトリートメント
（45分）
をプレゼントいたします。
この機会に、HARNNのおす
すめするフェイシャルケアをご体験ください。
販売期間

メニュー例

2022年12月1日（木）〜2023年1月31日（火）

・ウォーターリリーフェイシャルコレクション

営業時間

料金

12:00 am - 9:00 pm

15,000円〜

ハーンヘリテージスパとご自宅での二つのケアで、お肌を芯から保湿します。ハーンヘリテー
ジスパのフェイシャルトリートメント
（45分）
をお受けいただいた方へ、
ご自宅用のフェイシャル
オイル3種類の中から、
あなたのお肌に合ったお好みの物をプレゼントいたします。
販売期間

メニュー例

2022年12月1日（木）〜2023年1月31日（火）

・45分フェイシャルトリートメント

営業時間

料金

12:00 am - 9:00 pm

15,000円〜

■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8276(SPA)

料金には消費税が含まれております。別途税抜価格に対し、
サービス料15％を加算させていただきます。

THE GALLERY
ザ・ギャラリー

3F

Banquet

〜２０２２年12月25日
（日）

Photo Wedding

フォトウェディング

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパがご提案する、永遠に残るかけがえのない思
い出。
ホテルが誇るさまざまなロケーションで、一番輝くお二人の瞬間を写真におさめます。特
別メニューで彩るダイニングテーブルでは、お二人の喜びとお客様の祝福に溢れる晴れやか
な時が流れます。ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパが、華やかなお祝いに心づく
しのお手伝いをお約束いたします。
料金

オプション例

490,000円

・ブーケ、
ブートニア手配等の各種アップグレード
・撮影ロケーション
（パノラマスイート）

メニュー例

・ご宿泊パッケージ

【基本プラン】

【ご宿泊パッケージ】

・披露宴会場

・フォトウェディング特別メニューのお食事（6名様分）
・ウェディングアイテム
（ドレス１点・タキシード１点）
・ウェディングフォト
（六切り写真にてお渡し）

撮影日前日よりご宿泊いただくと、翌日の朝より撮影が

可 能です。ラグジュアリーリゾートで心に残るひととき

を過ごしませんか。

Private Wedding

プライベートウエディング
緑に包まれたプライベート空間で味わう世界の食材と地元食材のコラボレーション。別府の
美しい四季の中で心潤うプライベートウェディングをご提案。ANAインターコンチネンタル別
府リゾート＆スパでお二人の永遠を誓いませんか。
料金
￥1,600,000〜（20名様から）
■

基本プランにはパーティ会場（2時間30分）
・控室・コース料
理・フリードリンク
（アルコール含）
・司会者・装花関係・基
本音響・基本撮影・基本衣装（ドレス1点・タキシード1点）
・
基本美容着付が含まれています。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-66-1000(Hotel Main)

20名様〜より承っており、追加は1名様あたり25,000円（税
金込・サービス料込）にてお手配させていただきます。
■ 最大50名様までご対応可能です。
■ 料金には消費税と15%のサービス料が含まれております。
■ ご希望日３ヶ月前までにご予約ください。
■

GIF T CERTIFICATE
ホテルギフト券
ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパでの優雅なひとときをお過ごしいただけるギ
フト券をご用意いたしました。ご宿泊はもちろん、
ランチやディナー、温泉ご利用券など、幅広
い内容をさまざまなシーンにあわせお選びいただけます。
料金
【ご宿泊券：例】

【お食事券：例】

・クラブインターコンチネンタルルーム
（キング/ツイン）
：150,000円

・ザ・ラウンジ アフタヌーンティー：5,750円

・エレメンツランチ：6,600円

・クラシック
（キング/ツイン）
シティビュー：98,000円

・アトリエスタンダードコースディナー：16,700円

・パノラマ2ベッドルームスイート：590,000円

＊1名様分

＊1泊2名様まで

大切な贈りものにもご利用いただける、
シックなデザインが
上質感を演出するギフトボックスのご用意もございます。

◀QRコードより

・ギフトボックス：1,000円

ご注文いただけます。

ご利用例
・各種お祝い（お誕生日・ご入学・ご卒業・ご就職・ご婚約・ご結婚・ご出産などのお祝いとして）
・ご贈答（お歳暮・お中元・お年賀・クリスマスなどのご贈答として）

・御礼（先生、上司、
ご親族など、お世話になった方へのご挨拶として）

・プレゼント
（結婚記念日・金婚式・還暦・父の日・母の日など感謝の気持ちのプレゼントとして）
■法人・企業・団体・代理店の皆様には

・納涼、暑気払い、歓送迎会、忘新年会 ゴルフコンペなど、パーティーやイベントのドアプライズなどの賞品として
・販売店、代理店、営業、優秀社員表彰、永年勤続表彰などのインセンティブや褒賞として

■

ギフト券の有効期間は発行日より6か月間になります。
本券記載の有効期限が過ぎた場合については、
ご利用
いただけませんのでご注意ください。
■ ギフト券の転売、
発行後の払い戻しはできません。
■ 発券に1週間程度要するため、
お急ぎの場合はホテルまで
お電話でお問い合わせください。

■

■

■

■

■

それぞれご宿泊券は2名様まで、お食事券は1名様が
ご利用いただけます。

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-66-1000(Hotel Main)

表示金額には、消費税・サービス料が含まれます。
ご宿泊券には、入湯税が別途加算されます。
ご利用の際に
お支払いいただきます。
■ ギフト券のご利用には、
除外日がございます。
（ゴールデン
ウィーク、お盆、年末年始などのフェスティブシーズン、特別
なイベントなど）。

販売促進・新商品発売など、
キャンペーンの賞品として
ご利用される場合は、
ホテルまでお問い合わせください。

ANA INTERCONTINENTAL BEPPU RESORT & SPA
499-18 Oaza Kannawa, Beppu, Oita, 874-0000 Japan
Tel:+81(0)977 66 1000 Fax:+81(0)977 66 1002
info.icbeppu@ihg.com anaicbeppu.com

メールマガジン登録
新規募集中だファン！

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
〒874 - 0000 大分県別府市大字鉄輪499番地18
Tel : 0977 - 66 - 1000 Fax : 0977 - 66 - 1002
info.icbeppu@ihg.com anaicbeppu.com

公式キャラクター
「モモファン」

［メールマガジン］

［LINEアカウント］

プランやイベント情報を定期配信しております。

All photos are images.
Prices are inclusive of taxes and exclusive of service charge.
For inquiries or reservations, please visit anaicbeppu.com or
call 81(0)977 66 1000.

写真は全てイメージです。

料金には消費税が含まれております。

別途税抜価格に対し、サービス料を加算させていただきます。
お問い合わせ・ご予約：ホテルウェブサイト
（anaicbeppu.com）
又はTel 0977-66-1000

