SEASON IN HIGHLIGHTS

December 2020 - January 2021 ~ Christmas & New year ~

The Lounge Christmas Fantasia Afternoon Tea

2F

The Lounge

ザ・ラウンジ クリスマス・アフタヌーンティー
ザ・ラウンジでは、
クリスマス気分が盛り上がるユニークかつ華やかなアフタヌーンティーをご用
意しております。
クリスマスに欠かせない伝統的なブッシュ・ド・ノエルやジンジャーブレッドなど、
見た目にもかわいらしいスイーツと共に、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いただけます。
ご家族やご友人、大切な方と一緒に、思い出に残る午後の優雅なひと時をお過ごしください。

Period

販売期間

December 1 - December 31, 2020

2020年12月1日(火)〜12月31日(木)

Opening Hours

営業時間

10:00 am - 6:00 pm

10:00 am - 6:00 pm

Price

料金

3,700

3,700

Menu

メニュー例

・ Salted Caramel and Chocolate Yule Log

・“ブッシュ・ド・ノエル” 塩キャラメルとチョコレート

・ Pistachio Mousse and Strawberry Jelly

・“ノエル・ピスターシュ” ピスタチオとストロベリー

・ Cream Cheese Mille-Feuille

・ Raspberry Ganache Lollipop

・ Strawberry Mint Pate de Fruit

Prices are inclusive of taxes and exclusive of Service charge.
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.
■
■
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

・フロマージュ・ミルフィーユ

・ラズベリーガナッシュのロリポップ

・ストロベリーとミントのパテ・ド・フルーツ

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。
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。
■
■

4F

Elements Christmas Fair & Sweets Buffet Events

Elements

エレメンツ クリスマスフェア＆スイーツビュッフェ
ご家族やご友人、大切な方と一緒に
「エレメンツ」
でフェスティブシーズンを過ごしませんか。今
年は、ユニークかつ華やかなメニューがクリスマス気分を盛り上げるスイーツビュッフェを3日間
限定で開催。宝石のように輝くパティシエ特製のスイーツがビュッフェテーブルを彩ります。
Period

販売期間

December 1 - December 29, 2020

2020年12月1日（火）〜12月29日（火）

Opening Hours
Lunch

営業時間
11:30 am - 2:00 pm

Dinner

ランチ

5:00 pm - 9:00 pm

ディナー

Price
4,500

Weekend

5,000

December 20th~25th
December 19th~20th, 20th~25th

Strawberry Sweets Buﬀet
開催日：12月20日、24-25日
価格：大人4,300

6,900
7,400

土日祝

20-25日

ディナー

19-20日, 24-25日

4,000
4,500
5,000
6,900
7,400

-ストロベリーデザートビュッフェ-

子供（5〜11歳）3,000

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 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.
■ Complimentary meal is served to children under 5 years old.
50% discount is oﬀered to children between the ages of 5 and 11.
■ A kids menu is also available at an additional charge.
■ Lunch buﬀet will be cleaned-up at 2:00pm
■
■

お問合せ

ランチ: 平日

時間：2:15 pm ~ 4:00 pm（90分） *2:15 pm開始 または 2:30 pm開始をお選びください。

■

Inquiry

5:00 pm - 9:00 pm

料金
4,000

Lunch: Weekdays

Dinner

11:30 am - 2:00 pm

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

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。
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。
■ 0〜4歳は無料、
5〜11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。
■ ランチビュッフェは午後2時に終了いたします。
■
■

12 DAYS OF CHRISTMAS
FROM HARNN HERITAGE SPA
ハーンヘリテージスパによる12日間のクリスマスギフト

2020年もハーンヘリテージスパへご来店いただいた皆様へ感謝の思いを込めて、
クリスマスまで
の12日間、特別なギフトをご用意いたしました。
この期間は毎日、特典の内容が変わります。
クリス
マスハピネスをぜひハーンヘリテージスパで。

Period

販売期間

2020. 12/

December

13

10% oﬀ Deep Tissue Massage with free
product

ディープティシュー・マッサージ10%オフとギフト

December

13 - 24

16

10% oﬀ Siamese Heritage Massage
サイアムヘリテージマッサージ10%オフ

Opening Hours
12:00 pm - 9:00 pm
Weekday
Weekend & National holiday

12:00 pm - 9:00 pm
12:00 pm - 10:00 pm

December

営業時間

19

12:00 pm - 9:00 pm
平日
12:00 pm - 9:00 pm
土日祝 12:00 pm - 10:00 pm

10% oﬀ on Juniper Atmos products
ジュニパーアトモスコレックション10％オフ

December
■

Prices are inclusive of taxes and exclusive of service charge.

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、
サービス料を加算させていただきます。

22

10% oﬀ on Oriental Herbs products
オリエンタルハーブコレクション10%オフ

1F

GIFTS
December

14

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

December

17

Buy one VUUDH Room Diﬀuser and get the
chance to win a free spa treatment

VUUDHルームディフューザーご購入のお客様へ
抽選でトリートメント割引券プレゼント

December

20

Buy one facial product and get 10% oﬀ on
facial treatment

フェイシャル商品ご購入でフェイシャルトリートメ
ント10％オフ

December

23

Buy any Oriental Rose product and get 10%
oﬀ on any spa journey reservation

オリエンタルローズコレクションご購入で、
スパ
ジャーニーコース10％オフ

December

15

Buy 5 Rice Bran Soaps and get 1 collectorʼs
size soap for free

ライスブランソープ５個ご購入で小さなソープ１つ
プレゼント

December

18

Book any spa package and get 15% oﬀ on
your next reservation

スパジャーニーコースご予約で
次回のトリートメントご予約15％オフ

December

21

Buy the Jasmine Shampoo, Conditioner and
Lotion and get the chance to win a Jasmine
travel set

ジャスミンシャンプー、
コンディショナー、
ローションご購入
のお客様へ抽選でミニトラベルセットプレゼント

December

24

Visit us and pick a gift from our HARNN
Christmas Tree

ご来店でHARNNクリスマスツリーからギフトをプ
レゼント

HARNN Heritage Spa

Atelier Festive Christmas Dinner 2020

- THE ART of GASTRONOMY -

4F

Atelier

アトリエ フェスティブ・クリスマス2020 − アートで愉しむ美食 −
大切な人と過ごすクリスマス。今年は6品の芸術的な料理と共に思い出に残る夜を楽しみ
ませんか？
当ホテルが誇るシグネチャーレストラン
「アトリエ」
では、 THE ART of GASTRONOMY
をテーマのもと、厳選された地元食材を使用し季節のインスピレーションに富んだ6品の芸術
的な盛り付けのメニューをご用意しております。
また、
ソムリエが厳選するワインセレクション
では、
アーティストとコラボレーションした見た目にも美しい芸術的なアートラベルシリーズを取
り揃えております。五感を刺激する創造的なメニューと美しいワインラベルが融合したクリス
マスならではの味わい深いストーリーを、心行くまでご満喫ください。
Period

販売期間

December 23 - December 25, 2020

2020年12月23日(水)〜12月25日(金)

Opening Hours

営業時間

5:00 pm − 9:30 pm
TWO SEATINGS

5:00 pm 〜 9:30 pm
お席は120分、2部制でご用意しております

【1st】

【2nd】

5:00~7:00 pm / 5:30~7:30 pm

7:30~9:30 pm / 8:00~10:00 pm

Price

【1部】

5:00~7:00 pm / 5:30~7:30 pm

【2部】

7:30~9:30 pm / 8:00~10:00 pm

料金

18,000

18,000

Menu

メニュー例

・ Amuse (Caviar)

・食前のお愉しみ キャビア 「贈り物」

・ Foie gras, Pomegranate and Macaroon

・フォアグラ ザクロとマカロン 「濃密、
新鮮、
暗さ」

・ Lobster, Local Vegetable and Fruits

・ Oita Flounder, Leek and Black Truﬄe

・ Oita Wagyu Filet Mignon, Madeira Sauce
・ Christmas Dessert

・ロブスター 地元野菜と果実 「五感の雫」

・別府湾産平目 下仁田ネギと黒トリュフ 「書」

・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き マデラソース 「テロワール」
・クリスマスデザート 全6品

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 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).
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

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。
■ 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。
■

4F

THE Bar Strawberry Selection

The Bar

ザ・バー ストロベリーセレクション
甘酸っぱい苺と紅茶の風味豊かなマティーニやフローズンダイキリといった爽やかな飲み心地
のカクテルをお楽しみいただけます。濃厚な苺の果肉とヘーゼルナッツのリキュールを使用した
大人のいちごミルクは、
イチゴ好きのための一杯です。大人の贅沢を落ち着きのあるオーセン
ティックな佇まいのバーでご堪能ください。
Period

販売期間

December 1 - January 31, 2021

2020年12月1日(火)〜2021年1月31日(日)

Opening Hours

営業時間

6:00 pm - 11:00 pm

6:00 pm - 11:00 pm

Price

料金

Strawberry Milk

2,100

Tea Flavored Strawberry Martini

2,300

Strawberry Daiquiri

2,300

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 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 at Bar.
■
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

大人のいちごミルク

2,100

フォション・ストロベリーマティーニ

2,300

ストロベリーダイキリ

2,300

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。
■ 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。
■

2F

The Lounge TAKE OUT MENU

The Lounge

ザ・ラウンジ テイクアウトメニュー
九州産小麦を100％使用し、別府温泉水と天然酵母で焼き上げたこだわりのカンパーニュや、
国産発酵バターを使用したサクふわ食感のクロワッサンなど、豊富なラインナップをご用意して
おります。パティスリーからは、
ティータイムのお供にふさわしい季節を感じるフォトジェニック・ス
イーツをお届けいたします。
Period

販売期間

Year Around

通年

Opening Hours

営業時間

9:00 am - 6:00 pm

9:00 am - 6:00 pm

Price

料金

Bakery Selection
Sweets Selection

250 ~
890

ベーカリー セレクション
スイーツ セレクション

Menu

メニュー例

・ Winter Sweets Selection

・冬のスイーツ セレクション

・ Pain au Chocolat

・パン・オ・ショコラ

・ Croissant

・ Pain de Campagne

・ライ麦食パン

・ Fruit Loaf

■

・フルーツローフ

Price is subject to 8% tax.
Menu will vary according to the day's stocks.

Inquiry

お問合せ

・クロワッサン

・パン・ド・カンパーニュ

・ Rye Bread

■

250 ~
890

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

■
■

料金には、
別途消費税8％を加算させていただきます。
食材の都合などにより一部メニューを変更する場合がございます。
詳しくは店舗へお問い合わせください。

2F

The Lounge Noël blanc

The Lounge

ザ・ラウンジ ノエル・ブラン
降り積もった新雪のように、
白くふんわりとした見た目のクリスマスケーキが数量限定で登場。
中には、赤ワインと冬のスパイスが際立つ風味豊かなイチジクのガナッシュと、爽やかな酸味の
洋梨のジュレが色鮮やかな断面を演出します。やさしくて甘い花のような、芳醇な香りのタヒチ
産バニラビーンズで仕上げたマスカルポーネでケーキをふんわりと包みました。

Period

販売期間

November 10, 2020 - December 22, 2020

2020年11月10日（火）〜12月22日(火)
【受け取り期間】2020年12月23日（水）〜12月25日（金）
11：00〜19：00 （2Fロビーラウンジ）

Opening Hours

営業時間

9:00 am - 6:00 pm

9:00 am - 6:00 pm

Price
4,900

料金
*Limited availability

お電話にてご予約ください。
受け取り希望日の3日前までにご予約ください。
■ 商品のキャンセルは、
受取希望日の2日前まで無料で承ります。
それ以降のキャンセルについては、全額を頂戴します。
■
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4,900

*限定30個

オリジナルメッセージプレートのサービスは承っておりません。
予めご了承ください。
■ 上記は、
軽減税率の対象商品です。記載金額には消費税8％が
含まれております。
■ 写真はイメージです。
■

4F

Atelier’s New Year Events

Atelier

アトリエ ニューイヤーイベント
新年の門出をANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパが誇るシグネチャーレストラン
「ア
トリエ」でお過ごしください。
シェフ厳選の新鮮な地元の食材を使用した彩り鮮やかな特別メ
ニューは、新年の慶びを祝うにふさわしい6品のコース。
2日間限定の朝食おせちもご用意しております。

Atelier Festive New Year Dinner 2020-2021
Period

アトリエ・フェスティブ・ニューイヤー 2020-2021

販売期間

December 30, 2020 - January 3, 2021

2020年12月30日(水)〜2021年1月3日(日)

Opening Hours

営業時間

TWO SEATINGS

【1st】

【2nd】

お席は120分、2部制でご用意しております

【1部】

5:00~7:00 pm / 5:30~7:30 pm

【2部】

7:30~9:30 pm / 8:00~10:00 pm

Price

料金

20,000

20,000

Atelier Osechi for Breakfast

5:00~7:00 pm / 5:30~7:30 pm

7:30~9:30 pm / 8:00~10:00 pm

新年の門出を祝う・アトリエ特製おせち
（朝食）

Period

販売期間

January 1, 2021 - January 2, 2021

2021年1月1日(金)〜2021年1月2日(土)

Opening Hours

営業時間

*LIMITED to 20 People per day. (Booking is required)
TWO SEATINGS

*1日20名様限定（事前予約要）
お席は90分、2部制でご用意しております。

【1st】

【2nd】

7:00~8:30 am / 8:00~9:30 am
9:00~10:30 am

【1部】
【2部】

Price

料金

8,200

8,200

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 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).
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

7:00〜8:30 am ／ 8:00〜9:30 am
9:00〜10:30 am

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。
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。
■
■

Event

Seasonal Events
シーズナルイベント情報

クリスマスは、
アルゲリッチ芸術振興財団によるミニコンサートやカウントダウン、初日の出ク
ルージングなど年末年始を盛り上げるイベントをご用意しております。令和3年の年末年始を
楽しみましょう
！

12月24・25日

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパが贈る

クリスマスコンサート2020 with 別府アルゲリッチ音楽祭
5:00 pm~ / 8:00 pm~ （両日2公演） 無料

12月25日

「別府クリスマスファンタジア花火クルーズ」
（時間未定） 50,000/1名様

*税サ込

12月31日

オールディーズバンドによるカウントダウンパーティー

1月1日

・早朝

初日の出クルージングツアー2021

・夕方

三味線、
書道のパフォーマンス

11:30 pm~

・午前中

鏡割り、
獅子舞いパフォーマンス

50,000/1名様

1月2日

・午前中

豊の国ゆふいん源流太鼓のパフォーマンス

1月3日

・午前中

地元団体による伝統芸能のパフォーマンス

■
■

時間詳細は、HPにて公開予定。
日程、パフォーマンスは当日変更になる可能性がございます。

ご予約、お問い合わせは下記リゾートセンターまでお願い致します。
お問合せ

TEL:0977-66-1000

concierge.icbeppu@ihg.com

*税サ込

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

おともだち登録
お願いしまファン！

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」
［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

