SEASON IN HIGHLIGHTS

January - March 2021

2F

STRAWBERRIES AFTERNOON TEA 2021
ストロベリー・アフタヌーンティー 2021 − 真っ赤な宝石

The Lounge

ベリーベリー・アフタヌーンティー −

見た目も可愛い誘惑のいちごの季節。昨年のご好評を受け、今年は5カ月間にわたってストロ
ベリーシリーズを開催いたします。第一弾は
「真っ赤な宝石」
をテーマに、旬のいちごを贅沢に
使用した、
いちご尽くしの華やかなアフタヌーンティーをご用意いたしました。パティシエこだわ
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」
を組み合わせてお楽し
みください。
Period

販売期間

January 1, 2021 - January 31, 2021

2021年1月1日(金)〜2021年1月31日(日)

Opening Hours

営業時間

10:30 am - 6:00 pm

10:30 am - 6:00 pm

*Sales will stop on the 12th and 13th due to constructions.

*1月12-13日は、施設メンテナンスのため販売を停止いたします。

TWO SEATINGS

お席は120分、2部制でご用意しております。

【1st】1:00~3:00 pm / 1:30~3:30 pm

【1部】1:00~3:00 pm / 1:30~3:30 pm

【2nd】3:30~5:30 pm / 4:00~6:00 pm

【2部】3:30~5:30 pm / 4:00~6:00 pm

Price

料金

3,700

3,700

Menu

メニュー例

・ Berry berry tart

・ベリーベリータルト

・ Strawberry dip

・ストロベリーディップ

・ストロベリー・プティ・パルフェ

・ Strawberry petit parfait

・ストロベリーロシェ

・ Strawberry rocher

・ストロベリーマカロン

・ Strawberry macaron

・ストロベリーのパテ・ド・フルーツ

・ Strawberry pate de fruit

・ストロベリーのスコーン、
ミルクのスコーン

・ Strawberry scone and milk scone

由布院風曜日 いちごジャムと生クリーム添え

with Yufuin jam

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% 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.
■

Inquiry

お問合せ

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。
■ 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。
■
■

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

4F

<New Course Menu> ATELIER COMPLETE

Atelier

【新コース料理】
アトリエ・コンプリート
お客 様からのご要 望を受け、現 在のメニューに加え新しいコース料 理が登 場 。アトリエ
ヘッドシェフ・工藤がおすすめする、季節のスペシャリティをコンプリート出来る新しいコー
ス料理は、旬の味覚と地元食材を贅沢に盛り込んだ前菜と大分が誇る磯の幸やおおい
た和牛フィレ肉の炭火焼きを含む、豪華8品のフルコースです。地元の恵みとシェフの技
が光るお料理が、思い出に残るひとときを演出。記念日やお祝い事はもちろん、
ご滞在中
の特別な夜に優雅な美食体験をお届けいたします。

Period

販売期間

February 1, 2021 -

2021年2月1日(月)〜

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】5:00~7:00 pm / 5:30~7:30 pm

【2nd】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

23,000

23,000

Menu

メニュー例

・ Amuse

・食前のお愉しみ

・ Fish Main(Local produce and premium ﬁsh)

・地元の恵み 磯の幸
（蒲江産イセエビ等）

・ Appetizer

・ Meat Main(charcoal grilled Oita wagyu ﬁlet mignon)
・ Dessert, 8 courses menu

・前菜

・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き
・パティシエ特製デザート

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).
■
■
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

など全8品

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。
■
■

1F

WELLNESS WEDNESDAY/ LAZY SUNDAY

HARNN Heritage Spa

ウェルネスウェンズデー/ レイジーサンデー
アクアラウンジとハーン・ヘリテージ・スパがお送りする水曜日と日曜日のスペシャルプランです。

Period

販売期間

December 5, 2020 - February 28, 2021

2020年12月5日(土)〜2021年2月28日(日)

Opening Hours

営業時間

11:00 am - 5:00 pm

11:00 am - 5:00 pm

Price

料金

850 - 1,080

850 - 1,080

Menu

メニュー例
■ウェルネスウェンズデー （水曜日限定）

■WELLNESS WEDNESDAY

-Every Wednesday, for any purchase of any of our tea

＜対象＞アクアラウンジでブレンドティーをご注文のお客様

Siamese Aromatic Massage and 15% oﬀ on

○ハーン・ヘリテージ・スパのオイルトリートメント60分

blends, enjoy 10 % oﬀ on 60 Minutes Deep Tissue Massage or

＜特典＞

（ディープティシューマッサージまたは

90 Minutes Deep Tissue Massage or

サイアムアロマボディセラピー）
が10％オフ

Siamese Aromatic Massage.

○オイルトリートメント90分

（ディープティシューマッサージまたは

■LAZY SUNDAY

サイアムアロマボディセラピー）
が15％オフ

- Every Sunday, Purchase any beverage from AQUA and
get 10% and 15% oﬀ on selected spa retail items and

■レイジーサンデー
（日曜日限定）

treatments.

＜対象＞アクアラウンジでドリンクをご注文のお客様

＜特典＞ハーン・ヘリテージ・スパの対象トリートメントおよび
対象商品のご利用が10％〜15％オフ

■

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% 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15％を加算させていただきます。

1F

SIP AND SPA

HARNN Heritage Spa

シップ＆スパ
アクアラウンジでの午後のひとときをお楽しみください。お好きなティーとお好きなHARNN
ライスブランソープおひとつがセットになったプランです。

Period

販売期間

December 5, 2020 - February 28, 2021

2020年12月5日(土)〜2021年2月28日(日)

Opening Hours

営業時間

11:00 am − 5:00 pm

11:00 am − 5:00 pm

Price

料金

1,500/per

1,500/1個

Menu

メニュー例

・ White Jasmine Rice Soap

・ホワイトジャスミンライスソープ

・ Black Rice & Charcoal Soap

・ブラックライス＆チャコールソープ

・ Red Fragrant Rice Soap
・ Rose & Geranium Soap
・ Cymbopogon Soap

・ Lavender Geranium Soap

・ Lemongrass & Rice Bran Soap

・ Mangosteen & Bergamot Soap
・ Tropical Wood Soap

■

・レッドフレグラントライスソープ
・ローズ＆ゼラニウムソープ
・シンボポゴンソープ

・ラベンダー＆ゼラニウムソープ

・レモングラス＆ライスブランソープ

・マンゴスチン＆ベルガモットソープ
・トロピカルウッドソープ

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% 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15％を加算させていただきます。

4F

Wonders of Winter

Elements

ワンダーズ オブ ウインター
全国から厳選した旬の食材と伝統が融合したワールドクラスの味わいを、
セミビュッフェスタイ
ルでお楽しみいただけます。
また、
ご好評のストロベリーデザートビュッフェを週末限定で開催。
15種類のフレッシュなイチゴを使用したスイーツやセイボリーをお楽しみいただけます。

Menu ｜ メニュー例

Period ｜ 販売期間

Lunch | ランチ

2021年1月11日(月) - 2021年3月31日(水)

・鴨肉のコンフィ 白豆とケールのソテー
・糸島ローストポーク

Opening Hours ｜ 営業時間
Lunch | ランチ

大分キノコポレンタ、
ヘーゼルナッツソース

11:30 am - 2:00 pm

Dinner | ディナー

・九州産牛ほほ肉ブルギニョン ホイップポテト、
ロースト根菜

5:30 pm - 9:00 pm

Dinner | ディナー

Price ｜ 料金

・大分ビーフサーロイン

Lunch: Weekdays | ランチ: 平日

4,000

・チェリーバレーダックの胸肉

Dinner | ディナー

6,900

・佐伯産鮃

Saturday, Sunday and Holiday | 土日祝

Strawberry Sweets Fair

冬野菜、
シトラスのソース

4,500

杵築産はちみつ、
栗のピューレ、

貝と野菜のソテー、
白ワインソース

- ストロベリーデザートビュッフェ -

□期間：2020年1月16日
（土）
〜2月28日
（日）
の土日開催 *2/13-14は除外日

□時間：2:45 pm ~ 4:30 pm（90分）*2:45 pm開始 または 3:00 pm開始をお選びください。 □価格：大人4,300

Romantic day Brunch

- ロマンティックブランチ -

□期間：2020年2月13日(土)、14日(日)

□時間：11:30 am ~ 3:00 pm LO 2:45 pm

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.
■ A kids menu is also available at an additional charge.
■ Lunch buﬀet will be cleaned-up at 2:00pm.
■
■
■

Inquiry

お問合せ

子供
（5〜11歳）
3,000

□価格：6,900

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。
（ストロベリーデザートビュッフェは90分）
■ 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。
■ ランチビュッフェは午後2時に終了になります。
■
■

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

1F

BEST OF BEPPU

HARNN Heritage Spa

ベスト オブ ベップ
HARNNベストセラーのルームディフューザーシリーズからANAインターコンチネンタル別
府リゾート＆スパをイメージして作られた新たな香りが誕生。心も体もリラックスできる真の
休息をご家庭でもお楽しみください。
１月中旬から販売開始。
Period

販売期間

Middle of January, 2021 - March 31, 2021

2021年１月中旬〜2021年3月31日(水)

Opening Hours

営業時間

12:00 pm − 9:00 pm
Weekend & National Holiday

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

Menu

メニュー例

12:00 pm - 10:00 pm

For every purchase of the Beppu Diﬀuser,

get 10% oﬀ on 60 Minute Massage Treatments and
15% oﬀ on 90 Minute Massage Treatments.

■ご購入特典

「ベストオブベップ」
をお買い求めのお客様には、
次回のトリートメント
でお使いいただけるクーポン券をプレゼントいたします。

・60分ボディトリートメント10％オフ
・90分ボディトリートメント15％オフ

■

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% 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15％を加算させていただきます。

STORY of ROMANCE for ATELIER ~Valentine & White Day Course~

4F

Atelier

ストーリー・オブ・ロマンス for アトリエ 〜バレンタイン&ホワイトデーコース〜

大切な方と過ごす思い出に残るひと時…、それは洗練された空間で生まれる、それぞれ
のロマンチックなストーリー。
シグネチャーレストラン
「アトリエ」では、旬の味覚と地元食材を
贅沢に使用したメニューをストーリー仕立てでお召し上がりいただけます。
シェフたちが織
りなす優美な料理とともに、おふたりだけの格別の時間をお過ごしください。

Period

販売期間

February 1, 2021 - March 31, 2021

2021年2月1日(月)〜2021年3月31日(水)

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

・食前のお愉しみ

・ Oita black abalone, Taketa saﬀron

・地元の恵み 黒アワビ 竹田サフラン

・ Yufuin salmon, Seasonal vegetable
・ Oita spiny lobster, cacao 75

・ Charcoal grilled Oita wagyu ﬁlet mignon
・ Dessert

・湯布院サーモン 菜園野菜

・蒲江産イセエビ カカオ７５

・おおいた和牛フィレ肉の炭火焼き

・パティシエ特製チョコレートデザート

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).
■
■
■

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。
■
■

2F

STORY of ROMANCE for The LOUNGE

The Lounge

- Strawberries and chocolate -（Valentine & White Day Afternoon tea）
ストーリー・オブ・ロマンス for ザ・ラウンジ - ストロベリー × ショコラ -（バレンタイン&ホワイトデー限定アフタヌーンティー）
「ザ・ラウンジ」
では、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートのコンビネーションが楽しめる
「バレ
ンタイン&ホワイトデー限定アフタヌーンティー」
をご用意いたします。さわやかでフルーティー
なスイーツと、
カカオが豊かに香るチョコレートスイーツが奏でるハーモニーを心行くまでご堪能
いただけます。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、大切
な方とご一緒に、思い出に残る午後の優雅なひと時をお楽しみください。

Period

販売期間

February 1, 2021 - March 31, 2021

2021年2月1日(月)〜2021年3月31日(水)

Opening Hours

営業時間

10:30 am - 6:00 pm
TWO SEATINGS

10:30 am - 6:00 pm
お席は120分、2部制でご用意しております

【1st】

【2nd】

1:00~3:00 pm / 1:30~3:30 pm

3:30~5:30 pm / 4:00~6:00 pm

【1部】
【2部】

Price

料金

3,700

3,700

1:00~3:00 pm / 1:30~3:30 pm

3:30~5:30 pm / 4:00~6:00 pm

Menu

メニュー例

・ Strawberry roll cake

・ストロベリーのロールケーキ

・ Chocolate dip strawberry

・ショコラディップ・ストロベリー

・ Strawberry cone

・ Strawberry tiramisu
・ Bon Bon Chocolat

・ Raspberry pate de fruit

・ Strawberry and chocolate scone and milk scone
with Yufuin jam (strawberry)

Prices are inclusive of taxes and exclusive of 15% 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.
■
■
■

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8258(Restaurants)

・ベリーベリーコーン

・ストロベリーティラミス
・ボン・ボン・ショコラ

・ラズベリーのパテ・ド・フルーツ

・ミルクのスコーン、
ストロベリーとショコラのスコーン
由布院風曜日いちごジャムと生クリーム添え

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。
■ 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。
■
■

4F

STORY of ROMANCE for The BAR

The Bar

- Strawberries and chocolate -（Valentine & White Day Cocktail）
ストーリー・オブ・ロマンス for ザ・バー - ストロベリー × ショコラ -（バレンタイン&ホワイトデー限定カクテル）
「ザ・バー」
では、
カップルで楽しめるチョコレートを使用した
「バレンタイン&ホワイトデー限定カク
テル」
をご用意いたします。
カカオリキュールをベースに旬のいちごをふんだんに使用した
「ベ
リー・ベリーローズ」
は、女性にもおすすめの一杯。
バラの香りも感じられるエレガントな仕上がり。
また、男性におすすめの
「ショコラ・ディ・マルタン」
は、
レミーマルタンにカカオやグランマニエを加
え、
ビターでスパイシーな味わいに仕上げた上品な味わい。
チョコレートとミントを使用した、甘く爽
やかな飲み心地の
「ホワイト&ミント」
は、大切な２人だけの時間に花を添える格別の一杯です。
Period

販売期間

February 1, 2021 - March 31, 2021

2021年2月1日(月)〜2021年3月31日(水)

Opening Hours

営業時間

6:00 pm - 11:00 pm

6:00 pm - 11:00 pm

Price

料金

1,800 - 2,500

1,800 - 2,500

Menu

メニュー例

3 types of chocolate-based

チョコレートを使用した、

Valentine & White Day limited cocktails,

・ Chocolate Di Martin for GENTLEMAN
・ Very Berry Rose for LADY

・ White and Mint for LADIES and GENTLEMEN

３種類のバレンタイン&ホワイトデー限定カクテル

2,300

・ショコラ・ディ・マルタン for GENTLEMAN

1,800

・ホワイト&ミント for LADIES and GENTLEMEN

2,500

・ベリー・ベリーローズ for LADY

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 at Bar.
■
■

Inquiry

お問合せ

2,300

2,500

1,800

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。
■

TEL:0977-76-8258(Restaurants)
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BEAUTY AND WELLNESS

HARNN Heritage Spa

ビューティー＆ウェルネス

January - March 2021

ハーン・ヘリテージ・スパでのボディトリートメントとフェイシャルトリートメントパッケージをお

SEASON IN HIGHLIGHTS
楽しみください。
Period

販売期間

January 1, 2021 - March 31, 2021

2021年1月1日(金)〜2021年3月31日(水)

Opening Hours

営業時間

12:00 pm − 9:00 pm
Weekend & Nationnal Holiday

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

12:00 pm - 10:00 pm

Menu

メニュー例

60 Minutes Massage and Facial
90 Minutes Massage and Facial

■

37,000
42,000

60分ボディトリートメント＆60分フェイシャルトリートメント
90分ボディトリートメント＆60分フェイシャルトリートメント

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

Inquiry

お問合せ

TEL:0977-76-8276(SPA)

■

37,000
42,000

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
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

