NEWS RELEASE
報道関係各位

2021年2月10日
ANA Intercontinental Beppu Resort&spa

日本一の温泉地、別府の自然に囲まれた、大人のための隠れ宿

40時間のリゾートステイを楽しめる九州限定プラン
ほかにも、大分県民限定のプランも。マイクロツーリズムで新しい別府を体験。

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、九州に在住のゲストを対象とした平日限定の 「平日おこもり
40時間ステイプラン（朝食付き）」を2021年3月11日まで販売しています。
同プランでは、宿泊当日の午前8時にチェックイン、翌日の24時（午前0時）にチェックアウトが可能で、
別府の豊かな自然に囲まれたリゾートホテルで40時間ご滞在いただけます。

「平日おこもり40時間ステイプラン（朝食付き）」の特徴
1.ホテルから一歩もでることなくリフレッシュ！
館内には、自家源泉の天然温泉をはじめ、レストランやバーがあり、絶景を眺めながらの湯浴みやお食
事をお楽しみいただけます。また、「ワールドスパアワード2020」にて『日本のベストリゾート』に選出
されたハーンヘリテージスパでは至福のトリートメントを受けられるほか、フィットネスジムも完備。
館内ではお客様と従業員の安心・安全を最優先事項とし、徹底した衛生管理のもと、快適にご滞在いただ
けます。ホテルの中だけで完結する、おこもりリゾートライフで、ラグジュアリーな平日をお過ごしいた
だけます。

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

1

2.九州在住の方は、車で訪問できる近場のリゾート。
大分県内在住の方はもちろん、北九州市から約1時間半、福岡市内からも約2時間ほどの運転でご来館い
ただける、大分県別府市の明礬エリア位置する好立地。最寄りのインターチェンジ「別府IC」からは、国
道11号線と500号線を10分ほどでホテルへと到着します。
3.マイクロツーリズムでさらなる別府の魅力を体感。大分県民の方は通常価格からさらに10％割引。
大分県にお住まいの方は、通常価格からさらに10％割引のご優待価格にてご宿泊いただけます。日本一
の温泉地、別府に誕生したホテルは、景観はもちろん、地元の素材を使用した食事や伝統工芸など、別府
らしいエレメントが凝縮されており、まさに、大人のための隠れ宿。ゆったりとした平日を過ごし、英気
を養うご滞在をお楽しみいただけます。*チェックイン時に住所が明記された証明書をご提示ください。

■宿泊プラン作成への背景
新型コロナウイルスの影響により、国外はおろか、県外や人口が多い都市部への旅行がはばかられる様
になりました。休日の移動に加え、仕事でも移動を控えテレワークが増加するなど、生活様式が変化し、
「旅行に行きたいけど長時間の移動が怖い」、「家で仕事をしていても、切り替えが難しい」といった悩
みをお持ちの方もいらっしゃると考えます。
当ホテルは全89室の客室にバルコニーが付いており、館内は広々とした構造で3密を避けやすい環境です。
借景を用いた開放的な温泉をはじめ、地元の食材を豊富に使用したレストランや、自然由来の高級オイル
を使用した施術が受けられるスパ、宿泊者限定のジムもご利用いただけるため滞在中は、ホテルの外に出
ることなく、リフレッシュが可能です（レストラン、スパは有料です）。無料Wi－Fiも完備しているため、
ワーケーションにもおすすめです。
移動や人との接触を最小限に抑え、喧騒を離れた自然の中、別府の魅力を存分に感じられるリゾートで
ゆったりを過ごしていただきたい、という思いから、本プランを作成いたしました。

【九州在住の方限定】平日おこもり40時間ステイプラン概要
・ご利用期間（予約および宿泊）
2021年1月12日（火）～3月11日（木）
・お部屋タイプ
・料金

デラックス、またはプレミアムルーム

デラックスルーム￥54,000～
プレミアムルーム￥59,000～

・お問合せ

TEL:06-6347-1202（宿泊予約直通：平日9時-18時）

＊写真はプレミアムルームタイプ

・ご利用規約 *キャンセルは前日の15時まで無料で承ります。

*別途入湯税が発生致します。
*当プランは、九州地方または、大分県に在住の方がご利用いただけます。対象エリア外の
お客様には適用しかねます。

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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大分県にご在住の方限定のディナープランのご紹介
大分県在住の方がご利用いただけるご優待価格でのディナープランを、オールデイダイニング「エレメン
ツ」および「アトリエ」の両レストランにてご提供しております。
「エレメンツ」では、セミビュッフェスタイルでご堪能いただけるディナーが、通常価格から2,400円お得
にご利用いただけます。
「アトリエ」では、地元の厳選した食材を使用したコースメニューを、通常価格から3,800円お得にご利用
いただけます。豊後水道産甘鯛や九州産ビーフステーキなど、大分の味力（みりょく）をお楽しみいただ
けます。
『メインディッシュを選べるセミビュッフェディナー』概要
・期間

2021年2月28日（日）まで）

・時間

7:00 am – 9:00 pm

・店舗

オールデイダイニング「エレメンツ」（4F）

・料金

￥6,900（通常価格） ⇒

・お問合せ

TEL:0977-76-8258（レストラン直通）

￥4,500

『おおいた味力満載 スタンダードコース “アトリエ”』概要
・期間

2021年2月28日（日）まで）

・時間

【1部】5:00 pm – 7:00 pm
【2部】7:30 pm – 9:30 pm

*120分利用 *要予約

・店舗

アトリエ（4F）

・料金

￥12,000（通常価格） ⇒

・お問合せ

TEL:0977-76-8258（レストラン直通）

￥8,200
＊写真は全てイメージです。

【ご利用規約】
*表示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。
*完全予約制でございます。オンラインにてご予約をお願いいたします。
*ご来店の際に、代表者の方の現住所が分かる身分証明書をご提示ください。
*大分県在住の方でない場合はプラン適用外となりますのでご了承ください。
*「おおいた味力食うぽん券」とその他割引の併用は出来かねます。また、IHGリワーズクラブへのポイントは付与されません。

レストランの感染対策について
お客様及び従業員の安全と安心を最優先事項として、保健当局からのアドバイスに従い、衛生面を更に強化し
運営いたしております。レストランをご利用の際には、消毒剤を設置しているほか、ビュッフェボードへのア
クリル板の設置、使い捨てマスク、手袋をご用意しております。ビュッフェをご利用のお客様は、手指の消毒
とマスク、手袋をご着用下さいますようご協力お願い申し上げております。

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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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。

【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)、パティスリーブーランジェリー（ブティック）
【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

【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）
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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。

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
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
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