




ハーン・ヘリテージ・スパ

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ

世代を超え代々受け継がれる熟練の癒しの叡智、ハーン・ヘリテージ
スパは、お客様の心と体のバランスを回復することに力を入れていま
す。当スパは、先駆者より受け継がれた貴重なヒーリング遺産を、自信
を持ってご提供いたします。

有名なワールドスパアワード2015にて「ワールドベストニューホテル
スパ」、ワールドラグジュアリースパアワード2017にて「グローバルス
パオブザイヤー」の名を与えられたハーン・ヘリテージスパは、身体と
魂のための聖地です。伝統的な東洋医学と自然療法の熟練の技にイ
ンスパイアされたトリートメントは、あなたの経験を豊かにするように
考え抜かれたデザインとなっています。

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパのハーン・ヘリテー
ジスパでは、自然の恵みを敬意をもって使用しています。 地元の職人
達によって手掛けられた工芸品や、温泉ブレンドティー、そして最も貴
重な宝物である水。ここでしか体験することができない、別府ならでは
のパフォーマンスをご提供いたします。水の持つパワーを信じて、お客
様へ癒しの空間をお届けいたします。

意識を解き放ち…
感覚を思うままに…

あなたの豪華な体験への旅路は、ここから始まるのです。



ハーン・ヘリテージ・エアルームセラピー

大分の観光地である別府は、文化と伝統が豊富です。 また、日本の
温泉地として有名であり、世代を超えて伝統を受け継いできた職人達
が集まっています。 私たちのエアルームセラピーは、自然の恵みから
生まれた逸品であり、別府の遺産です。

メモア・オブ・別府
160分        ¥ 39,325

別府のメモリー…ハーン・ヘリテージスパが別府の伝統と遺産を継
承し、豊かで活力のあるスパジャーニーをご提供いたします。

竹…竹細工は12世紀慶子天皇の時代に別府で生まれ、江戸時代に
隆盛を極めました。

水…古くから、入浴は日本の歴史と文化に不可欠なものです。

HARNN …あなたのオイルセレクションが世界最高クラスのスパブ
ランドによりオリジナルのトリートメントとなりお届けいたします。

メモア・オブ・別府５つのチャプター

1.  ボディブラシ＆別府クレイマスク      45分

2.  ジャグジーバスリチュアル –        25分

　リフレッシュバス :       かぼす、バスマッサージオイル、
　　　　　　　　　　  シトラスバスソルト、温泉水

3.  ハーン・マッサージセラピー      60分
別府エナジャイザー
背中のトリートメント、ホットストーン またはハーバルコンプレス

4.  ヘリテージ・フットマッサージ      30分

5.  ティーセレクション（ゆず和紅茶、かぼす緑茶、ゆず緑茶）

エアルームセラピー

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。





エアルームセラピー

ハイドロバイタリティー・リチュアル
1日コース      ¥34,650
2日コース      ¥49,500

8世紀初期の神話では、2人の神様の旅について語っています。2人の
神様による冒険は、別府温泉の創造につながりました。 このハイド
ロバイタリティー・リチュアルは、何世紀にもわたる伝承を引き継い
だデザインのトリートメントとなっています。

神秘的な癒しのパワーを、ハーン・ヘリテージスパによってデザイン
されたオリジナルトリートメントでご体験ください。

1日ハイドロバイタリティーコース
120分 

 
温泉リチュアル        30分
(ドライサウナ、またはスチームサウナとご一緒にどうぞ )
リラックスレモングラススクラブ      30分
別府エナジャイザートリートメント      60分

2日ハイドロバイタリティーコース
240分
            
1日目         120分

温泉リチュアル        30分
(ドライサウナ、またはスチームサウナとご一緒にどうぞ )
リラックスレモングラススクラブ       30分
別府エナジャイザートリートメント     60分

2日目         120分

温泉リチュアル        30分
(ドライサウナ、またはスチームサウナとご一緒にどうぞ )
ディープティシューマッサージ        60分
ホットストーン・フットマッサージ       30分

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。



別府エナジャイザー

背中のトリートメント、ホットストーンまたはハーバルコンプレス
60分       ¥ 22,000
全身トリートメント、ホットストーンまたはハーバルコンプレス
90分       ¥ 28,600

このトリートメントは、最高の癒しを追求し特別にデザインされたも
ので、ストレス解消と活性化の両方を目的としています。 贅沢な背
中のオイルトリートメントでリラックスした後、癒しの砂やホットスト
ーン、または温泉水で蒸した温かいハーバルコンプレスによって背中
の筋肉をほぐしてゆきます。

特別な癒しの体験のために、ホットストーン、またはハーバルコンプ
レスの両方を使った90分間の全身トリートメントもご利用いただけ
ます。

エアルームセラピー

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。







シングネイチャーパッケージ

ジャーニー・オブ・オリエンタルローズ
180分       ¥ 47,300

豪華な美しさと壮大な香りで知られるバラによる、心と体の真の輝
きを回復させるトリートメントをぜひご体験ください。パッケージは、
オリエンタルローズボディスクラブから始まり、お肌を繊細に磨いた
後オリエンタルローズアロマ・ボディセラピーで血行を促進し、バラン
スの取れたエネルギーの流れを回復させます。 1時間のオリエンタ
ルアップリフティングフェイシャルトリートメントは、肌の自然な輝き
取り戻す手助けをします。

トリートメント前のカウンセリング
フットバス＆フットスクラブ
オリエンタルローズボディスクラブ     30分
オリエンタルローズアロマ・ボディーセラピー    90分
フェイシャルトリートメント      60分
ハーブティー＆リフレッシュ

ジャーニー・オブ・サイアムジャスミン
180分       ¥ 47,300

 
ジャスミンはその白い花びらと甘い高揚する香りによって純度を表し
ています。 タイでは、ジャスミンは母と子の無限の絆、最も純粋な
愛の形を象徴しています。ジャスミンボディスクラブで毛穴を開き、
栄養価の高いオイルの吸収を高めた後、サイアムアロマ・ボディセラ
ピーとハンドスパによるトリートメントで身体をリチャージします。 
また、フェイシャルトリートメントは肌の自然な輝きを取り戻す手助け
をします。

トリートメント前のカウンセリング
フットバス＆フットスクラブ
ジャスミンボディスクラブ      30分
サイアムアロマ・ボディセラピー     60分
フェイシャルトリートメント      60分
ジャスミンハンドスパ       30分
ハーブティー＆リフレッシュ

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。



ハーン・ヘリテージ・マッサージセラピー

ハーン・ヘリテージマッサージセラピーは、心身のバランスを整える
道しるべとしてデザインされています。また、我々が誇る本場の伝統
的施術は、純粋な天然成分を用いて行われます。

セラピーはまず、施術前のカウンセリングから始まり、アロマ・フット
バス＆スクラブ、そしてハーブティー＆リフレッシュで締められます。

ディープティシュー・マッサージ
60分       ¥ 19,800
90分       ¥ 28,050
 
ゆっくり、しっかりとした手技で深く筋肉をほぐしてゆく繊細なこち
らのトリートメントは、血流の増加、筋肉の回復を促進し、セロトニ
ンを増加させる効果があります。 ハーンの高オリザノールマッサージ
オイルはダメージの受けた肌を修復し、様々な環境から肌を保護す
る手助けをします。

オリエンタルローズアロマ・ボディーセラピー
(コエンザイムQ10使用)
90分       ¥ 28,050
 
東洋のリフレクソロジーに由来し、首・背中及び肩に特化して行われ
る全身ボディーセラピーは、筋肉の緊張をほぐすのに最適です。オー
ガニックローズウォーター、コエンザイムQ10、シアバター及びライス
ブランオイル含有のオリエンタルローズマッサージオイルは、皮膚の
自然な発育を促進し、有害元素やラジカルへの抵抗力を高めます。

サイアムアロマ・ボディーセラピー
60分       ¥ 19,800
90分       ¥ 28,050

タイ式マッサージとアロマオイルマッサージが抜群な形で融合され
ています。パームプレスとストレッチでは、ビタミン-Eをふんだんに含
むライスブランオイルが皮膚の内側の輝きを高めつつ、筋肉の緊張
を緩和し、敏捷性を助長します。

マッサージセラピー

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。







マッサージセラピー

サイアムヘリテージ・ボディーセラピー
60分       ¥ 21,450
90分 (ハーバルコンプレス)    ¥ 29,700

瞑想後に行われるストレッチから考案された伝統的なこのタイ式マ
ッサージは、2,500年前にインドからタイへ渡りました。 指、手のひ
ら、肘、膝を使用して、さまざまなトリガーポイントを独自の姿勢、ス
トレッチ、および手技にて施術いたします。セラピストはユニークな
姿勢を利用してさまざまな筋肉を伸ばし、身体のエネルギーの流れ
を刺激いたします。
緊張した筋肉をよりリラックスさせるために、温かいハーバルコンプ
レスを利用していただくと、このトリートメントの効果をさらに発揮い
たします。

オリエンタル・フットマッサージ
60分       ¥ 15,400
90分       ¥ 22,000

伝統的な中国式リフレクソロジーにインスパイアされたこちらの施
術は、内臓や身体全般にまつわる様々なツボを刺激することに力を
入れています。さらに、筋肉痛や上体の緊張の緩和、循環障害、消化
器系不良やストレスなど、非常に効果があるとされています。

ハーン・ヘリテージ・ボディパンパリング

習慣的なスキン・エクスフォリエーションには、多くのメリットがあります。古
い皮膚の細胞を除去し、皮膚の自然な発育を促進し、セルライトが出てく
ることを防ぐのに役立ちます。身体が栄養素やスキンケアプロダクトの有効
成分を吸収するのに役立つことのほか、適切なボディスクラブがストレス緩
和やリラクゼーションを促します。

各トリートメントは、施術前のコンサルテーション、アロマ・フットバス & ス
クラブに始まります。エクスフォリエーションの後は、皮膚の湿度を閉じ込
めるためのハーン・アロマティックボディオイルスプレーにより、皮膚を柔ら
かくしなやかに保ちます。

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。



ハーン・ヘリテージ・ボディスクラブ

オリエンタルローズ・スキンピュリファイアー
(コエンザイムQ-10使用)
45分       ¥ 15,950
 
オーガニックローズウォーターは皮膚に水分を与える主要な成分で
す。エクスフォリエーティングビーズを含むアプリコットシードが、不
快な皮膚の剥がれを起こすことなく古い皮膚の細胞を除去します。
シアバターとコエンザイムQ-10が、皮膚に潤いをもたせ、コンディシ
ョンを向上し、自然な発育を促進します。

サイアム・ジャスミン
45分       ¥ 15,950
 
サイアム・ジャスミンボディスクラブは、すりおろし赤玄米、とうもろ
こしマシュマロオイル（ビロウドアオイ）やペニーウォート（ツボクサ）
エキス由来のマイルドなエクスフォリエーティングビーズを含有し、デ
リケートな皮膚を癒し、栄養を与えるため、乾燥肌や敏感肌の方に
適しています。
トリビア：マシュマロとは、アフリカ原産の植物の一種で、薬にも用
いられたり観賞植物として楽しまれたりします。エジプト時代根を原
料に作られた糖は、お菓子のマシュマロに進化を遂げました。

ユーラシアン・ピュリファイアー
45分       ¥ 15,950

ビタミンEの豊富なシュガースクラブは、乾燥肌や荒れた肌に適して
います。やさしく肌荒れを防ぎ、表面の古い皮膚の細胞を除去し、毛
穴を綺麗にします。

トロピカル・デトックス
45分       ¥ 15,950

天然植物抽出物と海塩、砂糖ビーズ、アラビアコーヒー豆の組み合わ
せ。米ぬか油、有機オリーブオイル、シアバターを一緒に加えて、肌に
潤いを与えて乾かします。サンダルウッドとオレンジブロッサムのエッ
センシャルオイルが放つ、心地よい、さわやかな香りをお楽しみくだ
さい。

ボディパンパリング

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。







ボディパンパリング

オリエンタル・ディープクレンザー
45分       ¥ 15,950

レモングラスとカフィライムエキス入りの、細かく粉砕された天日塩
です。この天然の防腐剤には、皮膚に栄養を与え、自然な輝きを蘇ら
せるビタミンEとライスブランオイル抽出物が、バランス良く配合され
ています。アロエベラは1世紀より薬として用いられてきました。すぐ
れた酸化防止作用アミノ酸は、くすんだ肌を若返らせます。また、過
度の日焼けによる赤みや肌荒れに最適の緩和剤です。

ハーン・ヘリテージ・ボディマスク

スージング・ボディマスク
45分       ¥ 15,950

アロエベラは、1世紀初頭から治療薬として使用されてきました。その
高い抗酸化作用とアミノ酸の含有量は、疲れた肌を若返らせると言
われています。過度の日光暴露に引き起こされる発赤および刺激に
対して効果が期待される薬剤の1つでもあります。

ボディ・コントゥアリングマスク
45分       ¥ 15,950

ハーンのボディ・コントゥアリングマスクは 濃度の高いリダクティル、
カフェイン及びカルニチンを配合しています。これらの三つの物質は
プロリポソームテクノロジーの力でセルライトの出現を減少させる効
果があります。オリーブオイルとシアバターが、皮膚に自然な潤いを
蘇らせます。一度目の施術は、皮膚を引き締めながら水分を与えま
す。そして、定期的な施術をすることで、効果的な体調の改善が期待
されます。

ピュアファイング・ボディマスク
45分       ¥ 15,950

アフリカ発祥のガラナが素晴らしい利尿作用をもたらします。ガラ
ナに含まれる携帯酸化剤は、体内の過度の水分や毒素を減少させま
す。ハーンのピュアファイング・ボディマスクには、皮膚の光沢剤であ
るグルタチオン、アルブチン、ビタミンC及びきめ細やかで血色のよい
皮膚へ導く効果のあるリノール酸が配合されています。

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。



ウォーターリリー・ハイドレイティングフェイシャル
(普通肌、乾燥肌)
60分        ¥ 21,450

このトリートメントは、クレンジングから始まり、角質除去が続きま
す。フェイシャルマスクは、肌を柔らかく滑らかにします。

•  活力を与えるリンパトリートメント
•  リラックスフェイシャルトリートメント
•  ディープフェイシャルマスク
•  ハンド＆フットトリートメント
•  スキンスクラブ
•  スキンハイドレイティングモイスチャー

ウォーターリリー・アップリフティングフェイシャル
(乾燥肌、年齢肌)
60分       ¥ 21,450

保湿フェイシャルマスクとトリートメントが血液循環を改善し、緊張し
た顔の筋肉を緩和します。しわを減らす手助けをすると同時に、明る
い顔色へと導きます。

•  活力を与えるリンパトリートメント
•  アップリフティングフェイシャルマッサージ
•  ディープフェイシャルマスク
•  ハンド＆フットトリートメント
•  スキンスクラブ
•  スキンハイドレイティングモイスチャー

ホワイトムルベリー・ジェイドフェイシャル
(ホワイトニング)
60分       ¥ 24,200

選ばれたホワイトマルベリーの根の樹皮抽出物を含むアジアのハー
ブを配合しています。メラニン合成を遅くし、チロシナーゼ酵素を抑
制することで肌を明るくします。 

フェイシャル・リチュアル

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。







メティキュラスセラピー

ハーン・ヘリテージ・メティキュラスセラピー

旅行の疲れを癒すためや、妊娠中のお客様やお子様のためのリラク
ゼーションなど、特定のニーズに合わせてカスタマイズされたトリート
メントです。

ボヤージュ・リトリート
120分       ¥ 35,750

旅行の疲れを癒すための理想的なトリートメントです。 筋肉の緊張
をほぐすために、海の塩を含む温かいハーブバスから始めます。 ア
ロマオイルトリートメントは体の疲れを癒し、最後のハーバル・コンプ
レスはリラックスと安らかな睡眠を促進します。

ハーバル・バス                                                                                       30分
サイアムアロマ・ボディセラピー                                                          60分
ハーバル・コンプレス                                                                            30分

マタニティトリートメント
60分       ¥ 19,800

バージンココナッツオイルを使用したライトプレッシャーなこちらの
トリートメントは、筋肉や関節への負担を軽減し、血液の流れを促進
させ、妊娠線予防に効果的です。 このトリートメントは心を落ち着
かせ、ホルモンの変化によって引き起こされるストレスや不安を安ら
げます。

このトリートメントは妊娠４ヶ月から８か月までのお客様を対象とし
ております。

ジュニア・リラックスセラピー
(12歳以上)
30分       ¥ 11,000
60分       ¥ 19,800

この特別なトリートメントは、子供たちがリラックスして受けていただ
けるようにデザインされています。 マイルドバージンココナッツオイ
ルは、皮膚への刺激が少なく、お子様にも安心してご使用いただけ
ます。

価格には10%の税金が含まれております。別途15%のサービスチャージを頂戴いたします。



ご利用にあたってのお願いとご注意

ご予約
当スパのご予約には、0977-76-8276 をダイヤルいただくか、SpaReservation.ICBeppu@ihg.comへメー
ルをお願い致します。ご予約には、有効期限内のクレジットカードが必要となります。すべての価格は日
本円となっており、予告無く変更する場合がございます。

ご来店時間
よりリラックスしてトリートメントをお受けいただくために、セッションを行いますので、ご予約の時間の２
０分前にご来店ください。お約束の時間にいらっしゃるのが難しい場合は、お客様の施術時間が短くな
ることがございます。セラピストには次のお客様が控えておりますので、何卒ご了承下さい。すべてのサー
ビスをご提供させて頂けるよう、ご予約の２０分前にお越し頂くことをお勧めしております。

ご体調
お客様にご満足のいくサービスを提供させて頂くため、アレルギー、疾病、障がいなどはご予約の際に
お伝えください。特に、高血圧や妊娠中のお客様はご注意下さい。当スパのセラピストが、お客様にベス
トマッチの施術をご提案させて頂きます。正確なご提案のため、事前にコンサルテーションフォームにご
記入をお願い致します。アルコール類の摂取は、施術の前、施術中、施術後しばらくは必ずお控え頂きま
すようお願い致します。

私物・貴重品につきまして
お客様の私物収納設備として、各セラピールームにロッカーをご用意させて頂いておりますが、貴重品は
自室のセーフボックスのご利用をお勧めしております。盗難・紛失につきましては、当方は一切の責任を
負いかねます。

スパエチケット
当スパでは、すべてのお客様にできる限りリラクゼーションをお楽しみ頂けるように、お静かにお願いい
たします。大きな声での会話や、喫煙、携帯電話の使用等はお控え頂きますようお願いいたします。

キャンセルポリシー
• ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパのお客様へ
当リゾートでは、4時間前キャンセルポリシーを採用させて頂いておりますので、ご了承下さい。キャンセ
ルや変更は、必ずご予約の4時間前までにお知らせ下さいますようお願いいたします。4時間前を過ぎた
場合、50％のキャンセルペナルティー、また2時間以内のお知らせ、またはおいでにならない場合は、費
用の全額を頂戴しておりますので、何卒ご了承下さい。

•ご宿泊でないお客様
当リゾートでは、24時間前キャンセルポリシーを採用しておりますので、何卒ご了承下さい。キャンセルや
ご変更の際は、必ずご予約の24時間前までにご連絡をお願いいたします。24時間前を過ぎた場合、50％
のキャンセルペナルティー、また12時間以内のお知らせ、またはおいでにならない場合は、費用の全額を
頂戴しておりますので、何卒ご了承下さい。

税金及びサービス費
全ての価格には10％の税金が含まれており、別途15%のサービス料を頂戴しております。すべての価格は
日本円にて表記させて頂いております。



ハーンヘリテージスパ
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

Eメール ：SpaReservation.ICBeppu@ihg.com
ウェブサイト：https://anaicbeppu.com/


