A C T I V I T Y
バラエティー豊富なアクティビティプログラムで、ここならではの体験を。陶芸体験やクルージングなど豊かな自然に包まれたリゾートを、より一層満喫できるアクティビティをご用意いたしました。伝統と自然が融合した温泉リゾートを存分にお楽しみください。
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小鹿田焼 模様入れ体験

竹細工

竹楓舎

大谷 健一

日田酒蔵巡り

■ご予約：７日前まで

■ご予約：７日前まで

■ご予約：７日前まで

■所要時間：約１時間 30 分

■所要時間：約１時間から

■所要時間：約５時間

■人数：２～４名様

■人数：２～４名様

■人数：最大６名様

■料金：１名様 12,000 円から

■料金：１名様 5,500 円から

■料金：１～２名様 18,500 円

■備考：汚れても良い服装でご参加くだ

■備考：体験内容は３種類ございます。

さい。出来上がったお品物は約３ヶ月後に

詳しくはお問い合わせください。体験は高

着払いにてご自宅まで配送いたします。

校生以上のお客様とさせていただきます。

追加１名様につき 5,000 円
■備考：ご案内は 20 歳以上のお客様
とさせていただきます。

およそ 300 年前より一子相伝のみで継承されてきた小鹿田焼。その伝統の技

竹細工伝統工芸士として地元別府を拠点に、暮らしに取り入れやすい竹細工を

福岡県との境に位置する日田市。古くより天領として栄えたこの地では、美し

を、特別にご体験いただけます。小鹿田焼を代表する飛鉋（とびかんな）や

中心に制作する大谷氏。体験では、初めての方でも編みやすい花かごから上級

い自然と豊富な水をいかした酒造りが盛んです。

模様入れなどを、匠の坂本創氏が直接ご教授くださいます。当ホテルのお客

者向けのオブジェまで、ご希望に合わせてお作りいただけます。（職人の行事

当ホテル厳選の酒蔵をプライベートツアーにてご案内いたします。

様限定の特別なひと時です。（職人の行事の都合によりご希望に添えない場合

の都合によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。）

(酒蔵の行事の都合によりご希望に添えない場合がございます。)

がございます。予めご了承ください。）
かんなわ

丘の上の工房で陶芸体験

竹細工

オオハシ
バンブー・ワークス

大橋 重臣

鉄輪ノスタルジックツアー

■ご予約：７日前まで

■ご予約：７日前まで

■ご予約：事前予約制

■所要時間：約１時間 30 分

■所要時間：約２時間から

■所要時間：約２時間 30 分

■人数：２～４名様

■人数：２～４名様

■人数：最大６名様

■料金：１名様 12,000 円から

■料金：１名様 6,000 円から

■料金：１～２名様 12,000 円

■備考：汚れても良い服装でご参加くだ

■備考：体験内容は複数ございます。詳

さい。出来上がったお品物は約３ヶ月後に

しくはお問い合わせください。体験は高校

着払いにてご自宅まで配送いたします。

生以上のお客様とさせていただきます。

温かな存在感のある器や、やわらかで繊細な表情の器を制作される亀田大介・
文さんご夫妻。小高い丘に佇む工房は、まるで物語のワンシーンのよう。洗練
された空間で、贅沢な陶芸体験をお楽しみください。（職人の行事の都合によ
りご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。）

追加１名様につき 5,000 円
■備考：事前予約制。天候によっては催行
されない場合がございます。

インテリアやオブジェ、玩具など、竹の持つ可能性を追求しながら多岐に渡り

王道観光とは一味違った、ディープでユニークな体験はいかがですか。

活躍する大橋氏。竹細工を後世に継承すべく、伝統的かつモダンなスタイルで

鎌倉時代より湯治場として発展してきた鉄輪地区。湯けむり漂う路地裏をロー

竹細工を制作。当館の作品解説も含め、別府竹細工の神髄をお教えします。

カルガイドがご案内致します。

（職人の行事の都合によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承く

日本一の温泉地で今なお残る湯治文化に触れてみませんか。

ださい。）
ぎ ゃ て い じ

竹細工

羯諦寺 坐禅
■ご予約：３日前まで
■所要時間：約１時間 30 分
■人数：２名様から
■料金：１名様 2,500 円
■備考：床に座って足を組みますので、
動きやすい服装でご参加ください。体験後
にはお茶をお召し上がりいただけます。

木竹工房
竹と木のしごと

中村さとみ

塚原トレッキング

■ご予約：７日前まで

■ご予約：事前予約制

■所要時間：約２時間から

■所要時間：約４時間

■人数：２～４名様

■人数：最大４名様

■料金：１名様 11,000 円から

■料金：１名様 4,000 円

■備考：体験内容は複数ございます。詳

■備考：天候によっては催行されない場合

しくはお問い合わせください。体験は高校

がございます。運動に自信のない方、持病を

生以上のお客様とさせていただきます。

お持ちの方はご遠慮ください。

地元のお寺で坐禅体験。羯諦寺(ぎゃていじ)は禅宗の一派である臨済宗妙心寺

大自然に囲まれた工房で竹そのものの美しさを追求した作品づくりを続ける中

緑広がる別府の地で名も知れぬ道を行くトレッキング。

派の寺院であり、約 670 年の歴史をもつお寺です。別府湾を見渡すことのでき

村氏。木と竹を知り尽くした職人ならではの発想は唯一無二。体験では木工家

別府温泉の熱源である伽藍岳をめざして、大自然を感じながら体を動かしませんか？

る小高い丘のお寺で、ゆっくりと自分と向き合ってみましょう。（お寺の行事

具のエッセンスを取り入れたユニークな竹カゴをお作りいただけます。（職人の

国際色豊かなネイチャーガイドが雄大な景色へとご案内致します。

の都合によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
）

行事の都合によりご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
）

登山終了後には、火口近くで国内でも珍しい強酸性の温泉にご入浴いただけます。

リゾートセンター コンシェルジュ

(代表)0977-66-1000

/ concierge.icbeppu@ihg.com

A C T I V I T Y
バラエティー豊富なアクティビティプログラムで、ここならではの体験を。陶芸体験やクルージングなど豊かな⾃然に包まれたリゾートを、より⼀層満喫できるアクティビティをご⽤意いたしました。伝統と⾃然が融合した温泉リゾートを存分にお楽しみください。

キャニオニング

フィッシング
■ご予約：事前予約制
■所要時間：約４時間
■⼈数：１名様から
■料⾦：１名様 8,000 円から
■備考：佐伯市宇⽬町に現地集合。

■ご予約：７⽇前まで
■所要時間：半⽇ 8:00-12:00 /
9:00-13:00 (釣り体験は約２時間）
終⽇ 8:30-16:30 (釣り体験は約５時間)
■⼈数：最⼤４名様
■料⾦：半⽇ 12 万円〜 / 終⽇ 20 万円〜

天候によっては催⾏されない場合がござい
ます。

佐伯市宇⽬に位置する「祖⺟・傾・⼤崩ユネスコエコパーク」認定の藤河内
渓⾕で、夏季限定のキャニオニング体験。⼤⾃然の中で全⾝をフル稼働させ
て絶叫！⽇常では味わうことのできない爽快感とスリルをお約束します。
⾃然豊かな⼤分でこの時期にしか経験できないアクティビティを体験してみ
ませんか？

星 空

瀬⼾内海の⼀部である別府湾で本格的なフィッシングを体験していただけま
す。別府湾を知り尽くしたプロがナビゲートいたしますので初⼼者から上級者
の⽅まで安⼼してお楽しみいただけます。（国東市にあるマリンピア武蔵ボー
ト係留場に現地集合でお願いいたします。天候により催⾏中⽌となる場合がご
ざいます。）

サイクリング

パラグライダー

す。天候によっては催⾏されない場合がご
ざいます。
集合地点までご⾃⾝で⾏っていただく必要
がございます。

サップ

別府ジャイアントストアより最新の電動マウンテンバイクがリリース。
別府-⼤分を繋ぐ海岸線を⾛るライトコース、神社仏閣に⽴ち寄りながら少し遠
出する国東ディープコースなど、様々なコースをお楽しみいただけます。（体調
に不安のあるお客様はご利⽤をお控えください。）

② 8:00-8:45

■⼈数：先着６名様（先着順）
■料⾦：⾦⼟ 2,000 円 ／⽇ 3,000 円
■備考：天候によっては催⾏されない場

料、それ以降のキャンセルは 100％のキャ
ンセルチャージを頂戴いたします。

※詳細はお問い合わせください

合がございます。

リゾートセンター コンシェルジュ

別府温泉の熱源である鶴⾒岳。1300ｍを超える⼭頂からは別府市内が⼀望でき
ます。⼤切な夜はロープウェーを貸し切って、別府の夜景を独り占めしません
か。天候によっては満天の星空もお楽しみいただけます。特別なシーンにご活
⽤ください。

当リゾート専⽤クルーザーで、別府湾を周遊するクルージングプランです。船
内では、シャンパンをはじめ豊富なドリンクメニューと軽⾷をお楽しみいただ
けます。広い海をゆったりと眺めながら、せわしない⽇常から少しエスケー
プ。優雅な週末のひと時をお過ごしください。

(代表)0977-66-1000

■ご予約：事前予約制
■所要時間：約 30 分
■料⾦：無料
■備考：ご希望のお時間をお申し付
けください。稼働状況によりご希望
に添えない場合がございます。予め
ご了承ください。

ホテル館内には⼤分の伝統⼯芸である⽵細⼯をはじめ、⾃然をテーマにしたア
ート作品が散りばめられています。森の中を歩くように、館内のアートを探し
に出かけませんか。作品のストーリーを熟知したチームメンバーがご案内いた
します。

パックラフト
■料⾦：チャータークルーズ
3 時間 35 万円から
6 時間 55 万円から
■備考：5 ⽇前までのキャンセルは無

■ご予約：事前予約制
■所要時間：約 45 分 ①7:00 - 7:45

インフィニティプールから広がる雄⼤な景⾊に浸りつつ、ゆったりと呼吸を整
えながら⼼も体もリフレッシュ。セッションの後はプールでの⽔中運動やジム
での軽いエクササイズで相乗効果が期待できます。（ホテルチームメンバーがレ
クチャー致します。初⼼者の⽅向けの簡単なエクササイズです。）

※詳細はお問い合わせください

アートツアー

クルージング

SUP ヨガ

料、それ以降のキャンセルは 100％のキャ
ンセルチャージを頂戴いたします。

■ご予約：事前予約制
■所要時間：１⽇のご利⽤
■⼈数：１名様から
■料⾦：電動アシストスポーツバイク
（E バイク）1 ⽇ 13,000 円、アルミロー
ドバイク 1 ⽇ 8,000 円、クロスバイク・
マウンテンバイク 1 ⽇ 7,000 円

■ご予約：事前予約制
■所要時間：⾶⾏時間約 15 分
■⼈数：１名様から
■料⾦：１名様 10,000 円
■備考：事前のご予約をお願いいたしま

玖珠盆地に佇む切株⼭にてタンデムパラグライダーを体験していただけます。
標⾼約 700ｍから⾒る玖珠の景⾊は圧巻です。ベテランインストラクターのサ
ポートがあるので初⼼者の⽅も安⼼。⾵が落ち着く午後からの体験をお勧めい
たします。（現地までご⾃⾝で⾏っていただく必要がございます。）

■所要時間 約２時間
■料⾦：2 名様 5 万円〜
■備考：5 ⽇前までのキャンセルは無

/ concierge.icbeppu@ihg.com

■ご予約：事前予約制
■所要時間：約４時間
■料⾦：由布川峡⾕ 1 名様 18,000 円
■⼈数：１名様から最⼤ 6 名様まで
■備考：7 ⽇前までのキャンセルは無料、そ
れ以降のキャンセルはキャンセルチャージ
を頂戴いたします。
※詳細はお問い合わせください

別府市と由布市にまたがる由布川峡⾕でのパックラフトツアー。
浸⾷によって作り出されたなめらかな岩肌の苔⽣す幻想的な光景は、そこに訪れ
る者を魅了します。ラフトに揺られながら神秘的な空気にひたるだけでなく、⼒
強く担いで巨岩を越えるチャレンジポイントもあるため、体⼒に⾃信のある⽅に
お勧めいたします。（現地までご⾃⾝で⾏っていただく必要がございます。）

※料⾦には、消費税とサービス料が含まれております。
※前⽇以降のキャンセルは 100％のご料⾦を頂戴いたします（⼀部を除く）
。
※プログラムは予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。

