
April - May 2022
SEASON IN HIGHLIGHTS



Elements Spring Garden
Elements 春の箱庭セミビュッフェランチ＆ディナー ～大分の香り～

エレメンツのシェフたちが、春の訪れを皆様へお届けいたします。色彩溢れる春の箱庭を
イメージしたビュッフェテーブルには、目にも美味しい旬の味覚が並びます。春の陽気を祝う、
華やかなメインディッシュをお選びいただき、皆様のお席までお届けいたします。

ゴールデンウィークには、苺のスイーツビュッフェが一緒にお楽しみいただける、
スペシャルなランチビュッフェをご用意いたします。インターコンチネンタルホテルでの
素敵なひとときをご家族やご友人とお過ごしください。

料金

ランチ平日:4,200 円 (4/1～ 4,400 円)
ランチ土日祝:4,700 円 (4/1～ 4,800 円)
ディナー：6,900 円

*ゴールデンウィーク期間料金（4/29-5/5）
ランチ料金:5,900円　ディナー料金:9,600円

営業時間

ランチ　11:30 am - 2:00 pm
ディナー　5:30 pm - 8:30 pm

販売期間

2022年3月1日（火）～ 5月5日（木）

営業時間

ランチ　11:30am - 2:00pm

料金

5,900円

販売期間

2022年4月29日(金) ～ 5月5日(木)

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F    Elements

■ 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。 
■ 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。  
■ メニューは変更になる場合がございます。  
■ 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。
■ 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。　　

・大分県産真鯛のソテー 春キャベツと蛤のブレゼ
・大分県産カボス平目のムニエル 菜の花のピュレ
・大分冠地鶏のロースト 春野菜添え
・豊後牛フィレステーキ +5,000円

メニュー例

・大分県産真鯛のソテー 春キャベツと蛤のブレゼ
・大分県産カボス平目のムニエル 菜の花のピュレ
・大分冠地鶏のロースト 春野菜添え
・豊後牛フィレステーキ +5,000円
【デザート】
・苺のタルト   ・苺と季節のショートケーキ
・苺のカップケーキ   ・苺のパフェ      など

メニュー例



■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge.
■ 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).  

■ 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。 
■ 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。
■ 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。

Atelier Spring Full Bloom
アトリエ・春爛漫

Opening Hours

Price 料金

営業時間

寒い冬も終わりを迎え、今年も春爛漫のシーズンがやってきました。あたたかな春を舞台に
「大分県蒲江産イセエビ」や、シグネチャーディッシュである「おおいた和牛フィレステーキの
炭火焼き」がテーブルを彩ります。春ならではの地元食材を贅沢に盛り込んだ豪華なライン
ナップ。また、ソムリエが厳選した多彩な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一緒に優雅なひとときをお楽しみください。

Period 販売期間

2022年3月1日（火）～ 5月8日（日）March 1, 2022  -  May 8

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F    Atelier

5:00 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

5:00 pm - 10:00 pm
TWO SEATINGS:
【1st】 5:00 pm~7:00 pm / 5:30~7:30 pm
【2nd】 7:30 pm~9:30 pm / 8:00~10:00 pm

19,000yen 19,000円

・ Kitsuki shirasu, fava beans
・ Saiki asparagus, caviar
・ Oku Bungo pork, spring cabbage
・ Kamae lobster, ravigote
・ 60g charcoal grilled Oita Wagyu filet mignon
・ Ajimu wine, chamomile, honey

・ 杵築産シラス そら豆
・ 佐伯産グリーンアスパラガス キャビア
・ 奥豊後豚 春キャベツ
・ 蒲江産イセエビ　ラビゴット
・ おおいた和牛 フィレ肉の炭火焼60g モリーユ茸
・ 「安心院葡萄酒工房」のワイン カモミールと蜂蜜

Menu メニュー例



2F    The Lounge

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

ストロベリープロモーション2022の第2弾は、大人可愛いピンク「キューティーピンク」で幸
福感や愛情を演出。第4のチョコレートとして話題を集めたルビーチョコレートと苺で彩る、
チャーミングなピンクのアフタヌーンティーをご用意いたします。そして、プロモーションの最
後を飾るのは新たな出発や成長を意味する「スプリンググリーン」。城下町杵築にて江戸
時代より伝統の心と技を受け継ぐお茶の老舗「とまや」とのコラボレーションによる、抹茶の
魅力を再発見いただける午後を演出いたします。最高級品質の紅茶「TWG Tea ファイ
ンティーセレクション」と組み合わせ、ご家族やご友人と優雅なひとときをお過ごしください。

営業時間

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

4,000円

販売期間

2022年3月1日（火）～4月30日（土）

販売期間

2022年5月1日（日）～6月30日（木）

Strawberries Promotion 2022
ストロベリー・プロモーション 2022

Cutie Pink Strawberry Afternoon Tea
キューティーピンク・ストロベリー・アフターヌーンティー

Maccha & Strawberry Spring Green Afternoon Tea
抹茶ストロベリー スプリンググリーン・アフタヌーンティー

■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge.
■ Seating time may be limited to 2 hours depending on business 
    demand.  
■ Menu items may be changed without advance notice.

■ 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。
■ 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。

詳細はQRコードよりご覧ください。



■ 料金には消費税が含まれております。

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

SEASONAL STOLLEN “MACCHA DAINAGON”
四季シュトーレン “抹茶と大納言”

パティスリー・ブーランジェリーが贈る「四季シュトーレン」。シュトーレンの技法で作られる特別な
お菓子は、四季折々の味わいに変えてご用意しています。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贅沢な逸品をご堪能ください。城下町杵築で
江戸時代より伝統の心と技を受け継ぐお茶の老舗「とまや」が厳選した抹茶を贅沢に使用。
じっくり丁寧に炊き上げた大納言と、絶妙なバランスで配合されたスパイスで焼き上げた日本
茶にもよく合う和洋菓子です。抹茶本来のふくよかな極上の味わいと繊細な口溶けが特徴で、
時間とともに味わいも深まります。 

営業時間

10:00 am - 5:00 pm

料金

3,000円

販売期間

2022年4月1日（金）～ 6月30日（木）

PATISSERIE BOULANGERIE Saison Selection
パティスリー・ブーランジェリー 「季節」セレクション

営業時間

10:00 am - 5:00 pm

「匠」が厳選した素材で、「SAISON＝季節」をテーマに焼き上げる季節限定のパン。お茶の
老舗「とまや」とのコラボレーションによって実現した特別な「恵」食パンなど、春をたっぷりと
感じていただける充実したセレクションをお届けいたします。 

料金

300円～

販売期間

２０２２年5月1日（日）～6月３０日（木）

2F    Boutique

PATISSERIE BOULANGERIE Saison Selection
パティスリー・ブーランジェリー 「季節」セレクション



■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge.
■ Hotel Yukata dress/Slippers not allowed.  
■ Smart casual dress code.  
■ Seating time may be limited to 90 mins. Depending on business 
    demand.  
■ Menu items may be changed without advance notice.  
■ Complimentary meal is served to children under 6.  3,000yen fee is
   charged for 6 - 11 years old.
■ Dessert Buffet ends at 4:30 pm. 

■ 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。 
■ 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。
■ メニューは変更になる場合がございます。  
■ 0～5歳は無料、6～11歳は3,000円にてご利用 いただけます。
■ デザートビュッフェは4:30 pmに終了となります。

Maccha Relaxation - Dessert Buffet
抹茶デザートビュッフェ～和み～

Opening Hours

Price 料金

営業時間

「抹茶リラクゼーションガーデン」の緑鮮やかなスイーツとちょっぴり大人なリラックス時間を
過ごしませんか？上質な抹茶と「TWG Teaセレクション」やコーヒーとのコラボレーション
であなたを優美な甘味の世界にお連れいたします。ご希望に合わせて抹茶ドリンクもご用
意しております。

Period 販売期間

2022年5月14日（土）～ 6月30日（木）May 14, 2022  -  June 30

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F    Elements

2:45 pm - 4:45 pm
土日のみ

2:45 pm - 4:45 pm
Only Sat,Sun

4,500yen 4,500円

・ Maccha roll cake
・ Warabi mochi
・ Monaka
・ Maccha mont blanc
・ Maccha cream puff
・ Maccha mille crêpes     more

・ 抹茶ロールケーキ
・ わらび餅
・ もなか
・ 抹茶モンブラン
・ 抹茶シュークリーム
・ 抹茶ミルクレープ     その他

Menu メニュー例



Elements Spring Terrace - Beer Fest
エレメンツスプリングテラス ～ビアフェスタ～

Opening Hours

Price 料金

営業時間

エレメンツに新しくテラスガーデンがオープン。大自然の絶景に囲まれたレストランテラスで、
ビールと相性抜群の料理をご用意いたします。定番のビールをはじめ、３種類のクラフト
ビールを揃え、「エレメンツ」のスプリングテラスにてお待ちしております。爽やかな風を感じ
ながら、お友達やカップルで最高のひとときをお過ごしください。

Period 販売期間

2022年5月14日（土） ～ 7月10日（日）May 14, 2022  -  July 10

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F    Elements

5:00 pm - 9:00 pm 土日のみ5:00 pm - 9:00 pm Only Sat,Sun

Standard Plan 6,900yen（food plate＋3 bottle beer）
Beer Gourmet Plan 7,900yen
（food plate＋1 botle beer and 2 crafted bottle beer）
Beer Meister Plan 8,500yen
（food plate＋3 crafted bottle beer and beverage free flow
90 minutes）

スタンダード 6,900円（お料理＋ビール小瓶３本付き）
ビールグルメ 7,900円
（お料理＋ビール小瓶１本、クラフトビール２本付き）
ビールマイスター 8,500円
（お料理＋クラフトビール３本と飲み放題９０分付き）

・ European cheese & Charcuterie platter
・ Bagna cauda of seasonal vegetables
・ Fish and chips
・ Kome no Megumi Pork tomahawk and Sakurao sausages
【Drink】
・ Beer: Selection  of 3 bottled beers
・ Crafted Beer: Selection of 3 crafted beer
・ Free Flowing Drinks: 
   House red wine, House white wine, selection of 5 cocktails 
   (shandy-guff, red-eye, gin tonic, moscow mule,
   cassis orange), soft-drinks. 

・ ヨーロピアンチーズ＆シャルキャトリープラッター
  （チーズ3種、シャルキャトリー3種、オリーブ、
  ピクルス、ドライフルーツ、ラボッシュ、グリッシーニ）
・ 季節野菜のバーニャカウダ
・ フィッシュアンドチップス
・ 米の恵み豚のトマホークと桜王のソーセージ
【お飲み物】
・ ビール（小瓶） :  3種類
・ クラフトビール（小瓶） : 3種類
・ 飲み放題 : ハウスワイン赤・白、カクテル5種類
  （シャンディガフ、レッドアイ、ジントニック、モスコーミュール、
  カシスオレンジ)、ソフトドリンク

Menu メニュー例

■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge. ■ 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。



4F    Elements　Atelier

Mother's Day events

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

Elements Spring Garden～Mother's Day Lunch Full Buffet～
Elements 春の箱庭 母の日ランチフルビュッフェ
レストラン「エレメンツ」では、母の日のお祝いにオススメのランチをフルビュッフェスタイルでご案内いたします。豊富に
取り揃えた前菜、サラダ、デザートはもちろん、ローストビーフやパスタなど「エレメンツ」のシェフたちが皆様の目の前で
ご用意いたします。カーネーションがビュッフェテーブルを彩り、お越しいただいた女性の皆様を祝福いたします。

料金

5,900円

営業時間

■ 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。  
■ 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。
■ 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。  

販売期間

2022年5月7日（土）～ 5月8日（日）

メニュー例

・ 九州産ローストビーフ 赤ワインソース
・ イタリア産ペラガッティーノのスパゲッティ
・ ビーフカレー
・ 白身魚のロースト
・ 米の恵み豚のポトフ
・ 鶏もも肉のシャリピアン風ステーキ
・ シーフードドリア  

11:30 am - 2:00 pm  

■ 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。  
■ ご来店の1日前までにご予約ください。
■ 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。  
■ 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。　　  

Atelier Mother's Day for Lunch 感謝を伝える アトリエ・母の日ランチ　
今年の母の日は、「ありがとう」の気持ちを込めて、お母様をシグネチャーレストラン「アトリエ」のランチにご招待し
てみてはいかがでしょうか。コース料理には、シェフたちが織りなす色鮮やかで華やかな料理の数々が、特別な
時間を演出いたします。お母様と一緒に過ごす、優雅な昼下がりのひとときをお楽しみください。

料金

7,500円  

販売期間

2022年5月8日(日）

メニュー例

・ 旬の味覚を味わう彩り豊かな5種類の前菜
・ ジャガイモとそら豆のスープ
・ 湯布院サーモン 旬のリゾット
・ 鴨胸肉の炭火焼き 春野菜
・ パティシエ特製デザート
・ コーヒー または 紅茶

営業時間

1日20名様限定（事前予約要） 11:30 am～1:30 pm ／ 12:00 am～2:00 pm
11:30 am - 2:00 pm

「母の日」特別メニュー



1F    HARNN Heritage Spa

Mother's Day Month with HARNN
HARNN 「母の日」スペシャル

Opening Hours

Price 料金

営業時間

日頃の感謝を込めて、HARNNのスパトリートメントを母の日のプレゼントとして贈って
みてはいかがでしょうか。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
テージスパトのトリートメントでは、心と体の自然なバランスを回復させ、貴重かつ純度の
高いオイルによって、お肌に最高の贅沢をもたらすただけでなく、優雅な香りもお楽しみ
いただけます。プレゼントのご予約には、メニュー全てのトリートメントが10%の割引に。
期間限定でご用意する母の日ギフトもおすすめです。

Period 販売期間

2022年5月1日（日） ～ 5月31日（火）May  1, 2022  -  May 31

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8276(SPA) 

12:00 pm - 9:00 pm12:00 pm - 9:00 pm

Treatment : 15,400yen～
Mother’s day Gift : 5,500yen～

トリートメント 15,400円～
母の日ギフト 5,500円～

■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge. ■ 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。



別府の街と大自然を一望する開放的な寛ぎのウェルネス空間「アクア・ラウンジ」が提案する、
運動・栄養・休養を通じて、エレメントバランスを整えながら『心』と『体』をリフレッシュ。温泉・
スパトリートメント・ランチ・フィットネスアクティビティなど、様々なプランを組み合わせて、未来
への活力をチャージするあなただけの上質なウェルネスタイムをお過ごしいただけます。

販売期間

2022年1月5日（水）～4月28日（木）

営業時間

12:00 pm － 4:00 pm　　　　　　　  
■ 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。
■ ご来店の1日前までにご予約下さい。

スパトリートメントとアフタヌーンティーの両方が１日で楽しめるプラン。

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8276(SPA) 

料金

23,000円 

メニュー例

アクア×ハーン・ヘリテージ・スパ  パッケージ 
・ パティシエ特製アフタヌーンティー
・ 【日本初上陸】Tichaa社 紅茶
・ 温泉入浴（日帰り利用特典）
・ ハーンヘリテージスパボディセラピー（60分）

Wellness Lounge - Aqua
ウェルネスラウンジ・アクア

1F    HARNN Heritage Spa

Wellness Journey -Aqua Afternoon Tea & HARNN Heritage Spa Package-
ウェルネスジャーニー -アクア・アフタヌーンティー＆ハーンヘリテージスパ パッケージ-

プライベートカバナでワンランク上のラグジュアリーバカンス。
販売期間

2022年4月29日（金）～ 6月30日（木）

営業時間

11:30 am － 4:00 pm　　　　　　　  

■ 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。
■ ご来店の1日前までにご予約下さい。
■ 天候状況によっては、店内をご案内をする場合がございます。

料金

5,000円～ 

メニュー例

【カバナ・ワンプレート・ランチ】：5,000円
・ 旬野菜のタルティーヌ 自家製ピクルス添え
・ アクア・ウェルネスサラダ バーニャカウダ
・ 春野菜と大麦のスープ ・パティシエ特製ケーキ
・ Tichaa社 紅茶（日本初上陸）

【パーティー・カバナ】：8,000円 
・ 軽食（サンドイッチ、フライドポテト、グリーンサラダ）
・ 和牛バーガー / 野菜ラップ / ターキークラブサンドイッチ
　の中からお好みの1種類をお選びください。
＊全て1名様料金（予約優先・空席状況で当日予約可能）
＊料金にはカバナ利用料が含まれております。

Aqua Private Cabana Lunch 大人の遊び場 プライベートカバナ ランチ



■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15%
    service charge.
■ Menu items may be changed without advance notice.
■ The guests under the age of 18 years are not allowed at The Bar.
■ The legal drinking age in Japan is 20 years old.
■ 50% cancellation fee apply for cancellation on the same day.

■ 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。
■ 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。
■ キャンセル料：当日より50%を頂戴いたします。 

Aqua Champagne Night 「Ruinart Champagne Lounge」
アクア シャンパーニュ・ナイト 「ルイナール シャンパーニュ ラウンジ」

Opening Hours

5:00 pm - 9:00 pm

Price 料金

＊事前予約要（前日17：00まで）*One day advanced booking is required.

アクア シャンパーニュ・ナイト 43,000円 （2名様料金）
（3名様：53,000円 ・4名様：63,000円  ）

Aqua Champagne Night 43,000yen (Price for 2 persons)
(3 persons: 53,000yen, 4 persons: 63,000yen)

営業時間

5:00 pm - 9:00 pm

1729年に誕生し“シャンパーニュの宝石”と謳われる、世界最古のシャンパーニュ・メゾン「ルイ
ナール」とのコラボレーションによる、洗練された贅沢な空間「Ruinart Champagne Lounge」が
期間限定でオープンいたします。 ゆったりと寛ぎながら、ルイナールを代表するシャンパーニュ
「ルイナール ブラン・ド・ブラン」のエレガントで繊細な味わいをグラスでお愉しみいただけます。
また、夜の時間には「フォラージュ（食の探検）を楽しむ」をテーマに、海と陸の幸を用いた豪華
なカナッペとシャンパーニュのマリアージュに酔いしれる「シャンパーニュ・ナイト」を開催。ロマン
チックな雰囲気で優雅な非日常感溢れる大人の時間を大切な方と一緒にお過ごしください。

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

Period

April 29, 2022 - June 30

販売期間

2022年4月29日（金）～ 6月30日（木）

Menu

Aqua Champagne Night
・ Champagne Night Exclusive Seating Fee（120minutes） 
・ Bite of Soup : lobster bisque
・ Canapé Stand : 8 types of canapé , French caviar
・ Hors d'oeuvre of the day :
   Spanish-style garlic Himeshima shrimp, Hita Pepper
・ Bottle of Champagne : N.V.Ruinart Blanc de Blancs

メニュー例

アクア シャンパーニュ・ナイト 
・ Champagne Night専用席利用料（120分） 
・ 一口スープ : オマール海老のビスク
・ カナッペスタンド ： フランス産キャビア含む全８品
・ 本日のオードブル : 姫島産車海老のアヒージョ 日田山椒
・ ボトルシャンパーニュ : ルイナール ブラン・ド・ブラン

1F    Aqua



【NEW OPEN】The BAR Counter Dinner NEO Gastronomy
ザ・バー カウンターディナー ネオ・ガストロノミー

4F    The Bar

■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge.
■ Hotel Yukata dress/Slippers not allowed.  
■ Smart casual dress code.  
■ Menu items may be changed without advance notice.  
■ The legal drinking age in Japan is 20 years old.
■ Guests under the age of 18 years are not allowed The Bar.

■ 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。  
■ 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。  
■ 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。    

無限の創造と可能性、その先へ。シグネチャーレストラン「アトリエ」が提唱する「食のトレンドの
最先端を行く美食体験」を具現化した、レストランエレメンツとのコラボレーションで、クオリティーを
そのままに、もっと楽しく味わっていただくための新たな空間が登場。厳選された地元の新鮮
食材を使用し、シェフの技が織りなす華やかなお料理と、近年世界的に注目度が高まっている
カクテルペアリングをお愉しみいただけます。演出にもこだわった空間で、バーテンダーとカウン
ターをはさんで会話をはずませながら、気軽に自由な大人のくつろぎ時間をお愉しみください。

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

Opening Hours

6:00 pm - 9:00 pm
Limited to 6 seat *Every Saturday, Sunday
6:00 pm~8:00 pm / 7:00 pm~9:00 pm

Price 料金

プティ・アトリエ（コース料理）：8,500 円 -12,000 円
カクテルペアリング（3種）：6,000 円～
ノンアルコールペアリング（3種）：3,500 円～

Petit atelier (course): 8,500yen - 12,000yen
Cocktail pairings (3 types): 6,000yen～
Non-alcoholic pairings (3 types): 3,500yen～

営業時間

6:00 pm - 9:00 pm
6名様限定 *毎週土曜日、日曜日限定
6:00 pm~8:00 pm / 7:00 pm~9:00 pm

Period

April 1, 2022  - 

販売期間

2022年4月1日（金）～

Menu (April 1, 2022 - May 31) 

・ Amuse
・ Today's Appetizer(Saiki thread-sail filefish & Oita strawberry)
・ Main dish (Fish or Meat)
  (Fish dish (Sakura Snapper, Saffron sauce Américaine))
  (Meat dish (60g charcoal grilled Kyushu beef steak)
  +1,000yen)
・ Dessert

メニュー例 (2022年4月1日～ 5月31日) 

・ 食前のお愉しみ
・ 本日の前菜（佐伯産カワハギ 春野菜とベリーツ）
・ メインディッシュ（魚料理 or 肉料理）
  （魚料理（愛海の恵み 豊後水道産 桜鯛 サフランアメリケーヌ））
  （肉料理（九州産ビーフステーキの炭火焼き 60g）+1,000円）
・ パティシエ特製デザート



Seasonal Cocktails & Chocolate Cafe
季節のカクテル & ショコラカフェ

4F    The Bar

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

オーセンティックバー「ザ・バー」では、九州で旬を迎えるメロンを主役にした贅沢なオリジナル
カクテルをご用意いたします。完熟メロンを贅沢に使用し、老舗シャンパーニュ・メゾン「ルイ・ロデ
レール」が織りなす禁断のカクテル「メロン・ロワイヤル」や、赤肉メロンの濃厚な甘みをギュッと
詰め込んだ「バブリー・メロン」。デザート感覚で楽しめる「大人のメロンクリームソーダ」は、どこか
懐かしい味わいが特徴。ゆったり寛ぎながらお酒と語り合う大人時間をお過ごしください。

営業時間

6:00 pm - 10:00 pm

料金

2,100円 ～3,000円

販売期間

2022年5月1日（日）～6月30日（木）

メニュー例

・ メロン・ロワイヤル 3,000円
・ バブリー・メロン 2,500円
・ 大人のメロンクリームソーダ 2,100円

Kyushu Melon Cocktails 九州産メロン カクテル

「幸せの時間はじまるショコラ」。一杯を丁寧に作り上げるドリンクや、上質なカカオを使用した
ホテルメイドのチョコレートなど、こだわりのコーヒーとともにカカオの味わいを楽しめる、「ショコラ
カフェ・カカオ」が週末のみの営業でオープンいたします。温もり溢れるカフェで、平日の疲れを
癒すひとときをお過ごしください。カカオで感じる幸せな時間、ちょこっとだけ始めてみませんか？

営業時間

2:00 pm - 5:00 pm 毎週土曜日、日曜日限定

販売期間

2022年3月5日（土）～

メニュー例

・ クラシック 64% (華やかで柔らかな酸味)
・ クラシック 70% (深い苦みと香りの頂点)
・ クラシック ホワイト (ミルクとバニラの繊細な香り)
・ クラシック オレリス (黒糖の豊かな味わい。ブロンド・チョコレート)
・ エキゾチック (クラシック 70%+スターアニス+シナモン)
・ ヌガティーヌ (クラシック 64%+ナッツ+クリーム+カカオ)
・ ショコラ・アフォガード (クラシック 64%+バニラアイスクリーム+
　クリーム+ショット・エスプレッソ)

【Re-Open】CHOCOLATE CAFÉ ショコラカフェ・カカオ

■ 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。

■ 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。
■ 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。

その他、淹れたてのドリップコーヒーやTWG Tea社のカカオティー、
ショコラ・カクテルなど全20種類のドリンク。



Maker's Dinner
スペシャリストをお招きする企画「マスターシリーズ」メーカーズディナー

4F    Atelier

■ 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。
■ ご来店の1日前までにご予約ください。

伝統派バローロの重鎮「ヴィエッティ社」より5代目当主のルーカ・クッラード氏とエレナ・
クッラード女史のオーナーご夫婦をオンラインで繋ぎながら、ワインジャーナリストの宮嶋 勲氏を
スペシャルゲストとして別府にお迎えし、アトリエ・工藤シェフによるディナーコースとともに
特別な一夜をご堪能いただきます。

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8258(Restaurants)

営業時間

7:00 pm - 9:00 pm
20名様限定 開場 : 6:30 pm / 開宴 : 7:00 pm

料金

28,000円

販売期間

2022年5月13日（金）

メニュー例

・ 工藤シェフの織り成す6品のディナーフルコース
・ グラス白ワイン 1種  / グラス赤ワイン 4種

【 May 】Vietti - Online Maker's Dinner
【5月】ヴィエッティ オンラインメーカーズディナー

創造性と革新性を追求する世界最古のシャンパーニュメゾン「ルイナール」。国内ブランド
アンバサダーを務めるティモシー・ベック氏をお迎えし、アトリエ・工藤シェフによるディナー
コースとともに優雅な一夜をお楽しみいただきます。

営業時間

7:00 pm - 9:00 pm
20名様限定 開場 : 6:30 pm / 開宴 : 7:00 pm

料金

32,000円

販売期間

2022年6月24日（金）

メニュー例

・ 工藤シェフの織り成す6品のディナーフルコース
・ グラスシャンパーニュ 4種

【 June 】Ruinart - Maker's Dinner
【6月】ルイナール メーカーズディナー



HARNN Heritage Spa Special Promotion
ハーン ヘリテージスパ スペシャルプロモーション

1F    HARNN Heritage Spa

Inquiry お問合せ　TEL:0977-76-8276(SPA) 

タイの高級スパブランド「HARNN（ハーン）」から今年の干支である寅を記念したギフト
セットが登場。オリジナルデザインのポーチの中には、ソープや寅年チャーム、消毒スプレーが
入っています。

料金

7,100円～

販売期間

2022年4月15日(金)～

料金

7,100yen～

Period

April 15, 2022 -

販売期間

2022年4月1日(金)～

Period

April 1, 2022 -

YEAR OF THE TIGER イヤーオブザタイガー

別府オリジナルディフューザーをお買い上げいただいたお客様へ、初回トリートメントを
はじめ、HARNNやVUUDHを10%の割引価格にてご案内いたします。

料金

16,995円～

料金

16,995yen～

HARNN De Luxe Buyers Club ハーン デラックスバイヤーズクラブ

■ Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% service charge. ■ 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。



ANA INTERCONTINENTAL BEPPU RESORT & SPA

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ

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

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. 

〒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

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

［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。

公式キャラクター「モモファン」

おともだち登録
お願いしまファン！


