
Prices are inclusive of  consumption tax and subject to 15% service charge 

料金には消費税が含まれております。別途 15％のサービス料を頂戴いたします。 

Food allergies and food intolerance.  
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any meals contain particular ingredients. 

食材にアレルギーがあるお客様は、スタッフまでお気軽にお申し付けください。 

 

CABANA PLANS 「カバナ・プラン」 
 

Enjoy an incomparable view over Beppu bay and indulge in a vast array of  luxurious refreshments. Bring 
your friends and family to experience the comfort of  our cabana plan. We have prepared a selection of  

poolside delicacies for you to enjoy in the best spot of  our Aqua pool lounge. 
 

別府湾と市街を一望できる開放的な空間を生かし、非日常的でラグジュアリーな雰囲気を味わえるインフィニティプール。 

お友達、カップル、ご夫婦など、お二人で特別なプライベートスペースをご利用できるプランです。 

大切な方と一緒にゆったりとした贅沢な安らぎのひとときをお過ごしください。 
 

CABANA LUXE 

「カバナ・リュクス」 
 

*1 day advanced booking required 

*事前予約要：前日 17:00まで 

「ICE CABANA」 
 

Savour the sea. French caviar and lobster included 「Seafood platter」. 

海の幸を堪能。フランス産キャビアを含む豪華「シーフードプラッター」付き。 

 

Price/料金 ￥32,000（2 people/2名様料金） 

*Additional person +￥16,000 (inclusive of  tax, exclusive of  service charge). 

*１名様追加につき 16,000円(税込/別途サービス料)の別途追加料金を頂戴いたします。 

 

Inclusive of: 

・Cabana usage fee (120 minutes) 

・Private bathrobe / Bath towel 

・Luxury seafood platter 

(French caviar, lobster, shrimp, fish and shellfish, etc.) 

・Full bottle of  Champagne 

(LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER) 
*Extra person will receive half bottle 

 

プラン内容： 
 
・カバナ利用料（120分） 

・専用バスローブ / バスタオル 

・豪華シーフードプラッター 

（フランス産キャビア、ロブスター、大海老、魚貝類など） 

・ボトルハウスシャンパーニュ 

（ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ） 

*１名様追加の場合は、ハーフボトルを別途追加でご用意いたします。 

「GRILL CABANA」 
 

Savour local ingredients on the grill. Premium 「Grilled meat cuts and seafood platter」. 

地元の恵みを堪能。滋味溢れる「大地の恵みと海の幸」グリル付き。 

 

Price/料金 ￥28,000（2 people/2名様料金） 

*Additional person +￥14,000 (inclusive of  tax, exclusive of  service charge). 

*１名様追加につき 14,000円(税込/別途サービス料)の別途追加料金を頂戴いたします。 

 

Inclusive of: 

・Cabana usage fee (120 minutes) 

・Private bathrobe / Bath towel 

・Luxury grill plate 

(Oita beef  sirloin (100g), “Kome no megumi”  
Oita pork (100g), Hanamidori chicken (100g), 
 today’s fresh fish, seasonal vegetables, etc.) 

・Full bottle of  Champagne 

(LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER) 
*Extra person will receive half bottle 

 

プラン内容： 
 
・カバナ利用料（120分） 

・専用バスローブ / バスタオル 

・豪快グリルプレート 

（大分県産ビーフサーロイン、米の恵みポーク、 

九州産 華味鳥、本日の鮮魚、季節の地元野菜など） 

・ボトルハウスシャンパーニュ 

（ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ） 

*１名様追加の場合は、ハーフボトルを別途追加でご用意いたします。 

 



 

 

 

PARTY CABANA 

「パーティー・カバナ」 
 

*Reservation required 

*ご予約優先（空席状況で当日予約可能） 

「ADULTS」(AGE 20Y.O. OR ABOVE)                               Price/料金 ￥8,000 
  

Inclusive of: 

・Cabana usage fee (120 minutes) 

・Private bathrobe / Bath towel 

・Light meal 

(1 sandwich of  your choice (Wagyu burger / Vegetable wrap 

/ Turkey clubhouse), French fries, green salad) 

・Drinks Free Flow (90 minutes) 

(beer, house wine, soft drink) 
 

プラン内容： 
 
・カバナ利用料（120分） 

・専用バスローブ / バスタオル 

・軽食（サンドイッチ、フライドポテト、グリーンサラダ） 

*和牛バーガー / 野菜ラップ / ターキークラブサンドイッチの中から 

お好みの 1種類をお選びください。 

・アルコール含む飲み放題ドリンク（90分間） 

（ビール、ハウスワイン、ソフトドリンク） 

「JUNIORS」(AGE 11Y.O. TO 19Y.O.)                     Price/料金 ￥5,000 

  
Inclusive of: 

・Cabana usage fee (120 minutes)  ・Bath towel 

・Light meal 

(1 sandwich of  your choice (Wagyu burger / Vegetable wrap 

/ Turkey clubhouse), French fries, green salad) 

・Drinks Free Flow (90 minutes) (soft drink) 

 

プラン内容： 
 
・カバナ利用料（120分）  ・バスタオル 

・軽食（サンドイッチ、フライドポテト、グリーンサラダ） 

*和牛バーガー / 野菜ラップ / ターキークラブサンドイッチの中から 

お好みの 1種類をお選びください。 

・飲み放題ドリンク（90分間）（ソフトドリンク） 

「CHILDREN」(AGE 6Y.O. TO 10Y.O.)                    Price/料金 ￥3,000 

  
Inclusive of: 

・Cabana usage fee (120 minutes)  ・Bath towel 

・Light meal (Mini burger, French fries, green salad) 

・Drinks Free Flow (90 minutes) (soft drink) 

 

プラン内容： 
 
・カバナ利用料（120分）  ・バスタオル 

・軽食（ミニバーガー、フライドポテト、グリーンサラダ） 

・飲み放題ドリンク（90分間）（ソフトドリンク） 

 

Note: 

Time extension 

・In case of  extension there is an extra charge of  ¥1,000 per 

person every 30 minutes. 

・Depending on reservation situation, extension of  seating 

time may not be available.  
 
Outside guests additional charge 

・Weekday：¥2,000 per person (All included) 

・Weekend, holiday：¥3,500 per person (All included) 
 
Cancellation policy 

For cancellations occurred on the same day, we apply a 
cancellation fee of  50% of  the full amount. 
 
Terms of  use 

・All price includes tax, excludes service charge. 

・Please make a reservation by 5:00pm one day before use. 

・The menu might change without prior notice. 

・In case of  bad weather conditions, the meal will be served 

inside. 

・One child (0 year old to 5 years old) per adult is free (no 

complimentary meal served). For 2 or more children per 
adult, we will charge a child price of  3,000 +SC per child. 

ご利用時間の延長 
 
・30分延長の場合は、1名様につき 1,000円(税込/別途サービス料) 

別途追加料金を頂戴いたします。 

・ご予約の状況によっては、延長出来ない場合がございます。 
 
日帰りのお客様 
 
・平日：1名様につき+￥2,000 (税/サービス料込) 

・土日祝：1名様につき+￥3,500 (税/サービス料込) 

別途追加料金を頂戴いたします。 
 
キャンセルポリシー 

 

・キャンセル料金につきましては、【当日】より申し受けております。

（当日：50%） 
 
ご利用規約 
 
・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。 

・ご利用の 1日前 17:00までにご予約ください。 

・メニューは食材の入荷状況により変更になる場合がございます。 

・天候状況によっては、店内にご案内する場合がございます。 

・0歳～5歳のお子様は、大人 1名様につき 1名様が無料でご利用いただ

けます。2名様目より年齢に関係なく、6～19歳のお子様料金を頂戴いた

します。 


