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ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパで味わうイチゴの祭典

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【英語表記：ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/

大分県別府市/総支配人代理 高良 真理】では、4Fレストランフロアの「エレメンツ」と「ザ・バー」、お

よび、2Fの「ザ・ラウンジ」において、2021年5月31日までの5カ月間にわたって旬の苺をふんだんに使用

した「ストロベリープロモーション」を各店舗にて展開いたします。

2021年1月7日
ANA Intercontinental Beppu Resort&spa

5カ月間のストロベリープロモーションを開催！

週末は、15種類のイチゴを堪能できる「ストロベリーデザートビュッフェ」開催

▼15種類のイチゴを使用したデザートビュッフェを2月末まで開催

昨年3日間限定で開催したストロベリーデザートビュッフェが、ご好評につき、4Fオールデイダイニン

グ「エレメンツ」にて、2021年2月末までの土日に開催をいたします（除外日あり）。大分をはじめ、九

州各地から選りすぐった15種類のイチゴを使用したデザートビュッフェでは、苺のロールケーキやティラ

ミス、苺のコンポートワインゼリーなど見た目にもかわいらしい甘酸っぱい味わいのスイーツがビュッ

フェボードに並びます。そのほか、セイボリーやコーヒー、紅茶のご用意もございます。

本件に関するお問い合わせ窓口
ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ 広報担当 徳丸

TEL. 0977-66-1000 / FAX. 06-6347-1166 Email. daisuke.tokumaru@ihg.com
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▼「ストーリー・オブ・ロマンス」をテーマにしたロマンティックなプランも テーマ別に5か月間開催

2月および3月は、「ストーリー・オブ・ロマンス」のテーマの元、各店舗にて限定プランをご用意。

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて提供しているアフタヌーンティーセットでは、旬のフルーツや食材

を使用したスイーツと最高品質の「TWG Teaファインティーセレクション」の組み合わせをお楽しみいた

だけます。2021年1月に開催している「ベリーベリー・アフタヌーンティー」を皮切りに、2月-3月はバレ

ンタイン＆‘ホワイトデーをテーマにしたアフタヌーンティーセットが、ロマンティックな気分を盛り上げ

ます。「ザ・バー」ではカップルで愉しめる限定カクテルをお楽しみいただけます。

ストロベリープロモーションは月毎にテーマを設け、2021年1月から5月末までの5カ月間にわたって開催。

『ストロベリーデザートビュッフェ』概要

■期間 2021年1月16日（土）～ 2月28日（日）の土日開催

*2月13日 – 14日は除外

■時間 2:45 pm – 4:30 pm（90分）

2:45 pm または 3:00 pm開始をお選びください

■店舗 エレメンツ （4F）

■料金 大人 ￥4,300、子供（5 – 11歳） ￥3,000

■お問合せ TEL:0977-76-8258（レストラン直通）

『ストロベリー × ショコラ カクテル』概要

■期間 2021年2月1日（月）～ 2021年3月31日（水）

■時間 6:00 pm – 11:00 pm

■店舗 ザ・バー （4F）

■料金 ￥1,800 – ￥2,500

■お問合せ TEL:0977-76-8258（レストラン直通）

『ストロベリー × ショコラ アフタヌーンティー』概要

■期間 2021年2月1日（月）～ 2021年3月31日（水）

■時間 【1部】1:00 pm – 3:00 pm / 1:30 pm – 3:30 pm

【2部】3:30 pm – 5:30 pm / 4:00 pm – 6:00 pm

*120分利用 *要予約

■店舗 ザ・ラウンジ （2F）

■料金 ￥3,700

「ストーリー・オブ・ロマンス」シリーズのストロベリープランのご紹介

＊写真は全てイメージです。*表示金額は税込み価格です。別途サービス料15％を加算させていただきます

tel:0977-76-8258
tel:0977-76-8258


ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパについて

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【地上4階/
客室数89室/5つのレストラン＆バー/3つの宴会場】は、 2019
年8月1日に世界で⼆番目の湯量を誇り古くから親しまれてい
る温泉地・別府に開業いたしました。
別府の温泉文化と世界最大級のラグジュアリーホテルブラン
ド「インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツ」との融合
により、これまでになかった究極の癒しをもたらすリゾート
エクスペリエンスをご提供いたします。

【ホテルのご予約・お問い合わせ先】

施設名称： ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ https://anaicbeppu.com/

開業： 2019年8⽉1⽇（⽊）

所在地： 〒874-0000⼤分県別府市⼤字鉄輪499番地18

Tel： 0977-66-1000(代表) / 06-6347-1202(宿泊予約課)

Fax： 0977-66-1002

交通： ⼤分空港から車で約50分 / 別府駅から車で約20分（シャトルバス有）

【施設概要】

◼ 客室数： 全89室（デラックス＆プレミアムルーム68、クラブルーム11、スイート10）

◼ レストラン＆バー：

【4F】＿エレメンツ（110席)、アトリエ（21席）、ザ・バー（13席）、

【2F】＿ザ・ラウンジ(23席)、【1F】＿アクア（36席）

◼ バンケット： アジュール、エメラルド、ボードルーム

◼ 温泉： 大浴場（内湯及び露天⾵呂）、家族⾵呂、

スイートルーム＆クラブルームのプライベート露天⾵呂

◼ 泉質： 単純温泉（効能：筋肉痛、関節痛、リウマチ、腰痛、冷え性、神経痛など）

◼ スパ： ハーン・ヘリテージ・スパ

◼ その他施設： プール、フィットネスセンター、ブティック
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IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブランドの

ポートフォリオを有する、インターナショナル企業です。

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リ
ゾーツ, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, ク
ラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデ
イ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドルウッド スイー
ツ

世界約100ヶ国に5,900ホテル、884,000室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約1,900軒

のホテルが開発中となっています。また、IHGのロイヤリティプログラム、IHGリワーズクラブは、世界最大級のロ

イヤリティプログラムで、現在、世界1億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録され

ています。現在世界中のIHGホテル及びコーポレートオフィスには、400,000人を超えるIHGチームメンバーがおり、

日々世界中から集まるお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグ

ループジャパンを設立。2019年12月現在、国内33ホテル、約10,000室を展開しています。その内、9軒がインターコ

ンチネンタル、19軒がANAクラウンプラザ、5軒がホリデイ・インのブランドの下に運営しています。また、2020年1

月には新規ブランドとしてホテルインディゴ箱根強羅を開業。さらに2020年には、ANAホリデイ・インリゾート信濃

大町くろよん、KIMPTON SHINJUKU TOKYO（キンプトン新宿東京）、2021年には、ホテルインディゴ犬山有楽苑、

2022年にはインターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾートの開業を予定しております。

<展開数は、2020年9月30日現在のものとなっています>

IHGグローバルサイト: www.ihg.com

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp

IHGグループサイト: www.ihgplc.com

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、70年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力を

体験できる旅を提供。いずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただけます。

インターコンチネンタルは、さりげない心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通した、グロー

バルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてな

しで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インターコンチネンタル アンバサダープログ

ラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特別なサービスをお届けしま

す。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえない特別な体験など、その土地

ならではの魅力をご紹介しています。
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【ニュースリリースに関するお問い合わせ先】

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ 広報・マーケティング担当 徳丸

TEL 0977-66-1000 / FAX 0977-66-1002

Email daisuke.tokumaru@com

＜ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ/GHS別府株式会社のプレスリリース⼀覧＞

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/44698

https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/
mailto:daisuke.tokumaru@com
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/44698

