
Welcome to the exclusive Bottle's Collector membership. 

ようこそ、ボトルコレクター会員様限定の至福時間へ。 
 

 

 

By being a part of  this exclusive club, you will be able to enjoy a wide array 

of  premium Whiskies and Spirits while indulging in a superb view over 

Beppu Bay from one of  our wooden seats at The Bar, 4F of  

ANAIntercontinental Beppu. 

 

落ち着きのあるオーセンティック・バー「ザ・バー」の会員様限定プログラムです。 

ボトルコレクター会員に参加することで、お気に入りのボトルをキープし、自分だ

けの至福の時間をお楽しみいただけます。自分へのご褒美にカウンター席でお酒

と語り合う大人時間。ゆったり寛ぎながら別府湾の素晴らしい景色を眺めるテラ

ス席で、ふたりだけの特別な時間。楽しみ方は自由自在です。さらに、会員様限定

の特別な特典もご利用いただけます。 

 

【料 金】ボトル 1 本 18,000 円～(消費税・サービス料別。) 

【初回入会費】(年会費 0 円、初回登録料 0 円 (消費税・サービス料別)) 

① ボトルコレクター会員カード ② 専用ボトルタグ ③ 会員様限定割引優待 

【ボトルキープ期間】 ご購入月を含め 3 ヶ月間。 

※お預かり期間を過ぎますと、破棄させていただきますのでご注意ください。 

 



Prices are inclusive of  taxes and exclusive of  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。 

Please advise us if  you have any dietary restrictions, allergies or special considerations. 

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。 

Hennessy V.S Limited Edition 2021 by LES TWINS. 

ヘネシーV.S リミテッドエディション 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘネシー V.S は近年、時代をリードするコンテンポラリーアーティストとのコラ

ボレーションによる限定デザインを発信しています。その記念すべき第 11 弾とな

る今回のコラボレーションは、フランス出身の世界的アーバン・ダンス・アーティ

スト LES TEINS(レ・ツインズ)とコラボレーション。「動き」と「音楽」を通じて

ヘネシーのユニークな世界観と、終わりのないムーヴメントが表現されています。 

 

Hennessy V.S Limited Edition by LES TWINS 700ml 

ヘネシーV.S リミテッドエディション by レ・ツインズ 
 
ヘネシーのシグネチャーというべきコニャック。 

芳醇なスパイスとフルーツの芳香を思わせるアロマは、フルーティーな香りとデ

リケートなバニラのニュアンスでさらに強調され、力強さと心地よい調和を感じ

させます。滑らかにして複雑。エレガントで活き活きとした味わいが特徴。 

¥23,000 

 

 

*Please enjoy this Hennessy V.S, on the rocks or mixed. Our skilled bartender will prepare you 

original cocktails based on this very special cognac. 
 

*ヘネシーV.S はストレートやオンザロック、カクテルでも楽しめます。熟練したバーテンダ

ーが、この豪華で特別なコニャックをベースにオリジナルカクテルをご用意いたします。 



Prices are inclusive of  taxes and exclusive of  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。 

Please advise us if  you have any dietary restrictions, allergies or special considerations. 

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。 

Starter collector promotion. We offer 10% discount. 

スターティングコレクター様限定 

10% OFF スペシャルオファー 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glenglassaugh Torfa (peated) 700ml 

グレングラッサ トルファ 
 
グレングラッサ蒸留所よりブランド初のピーテッドタイプウイスキー。ピートを

焚き込んだ麦芽を使用し、バーボンバレルで熟成後、アルコール度数５０％でボ

トリングされた個性溢れる究極シングルモルト。 

樽や熟成年数の影響で、はっきりとした骨太のピートスモークを堪能できます。 

 

¥25,000 

¥22,500 

Jack Daniel’s 150th Anniversary edition 1l 

ジャック ダニエル   150 周年 記念ボトル 
 
創業 150 周年というアニバーサリーを記念して発売された「ジャック ダニエル」

のリミテッドエディション。特別な樽と貯蔵庫で熟成したアニバーサリーボトル

は、ブラックよりも奥行きのある濃厚な香りで、熟したフルーツの甘い感触が特

徴。アルコールの高さを感じさせないやわらかさと、リッチかつクリーミーで、

厚みのある余韻がいつまでも続きます。 

¥59,000 

¥53,100 

Royal Salute 21 years 700ml 

ロイヤル サルート 21年 
 
英国女王のために捧げられた究極のスコッチウイスキー「ローヤル サルート」。 

厳選された上質なオーク樽で、最低でも21年間熟成されたモルトとグレーン原酒の

みをブレンド。この長い歳月に耐えうる原酒は極めて希少で、熟成期間中は毎年約

2%が「天使の分け前」として天に昇ります。これまでにない出来映えと素晴らしさ

を感じられる豪華なスコッチウイスキーの最高峰。 

¥68,500 

¥61,650 

 

 



Prices are inclusive of  taxes and exclusive of  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。 

Please advise us if  you have any dietary restrictions, allergies or special considerations. 

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。 

ANA InterContinental Beppu Collection of Whisky. 

ウイスキーコレクション 

 
 

【Japanese Whisky】  

Ichiro’s Malt 700ml 

イチローズモルト 

¥27,000 

Taketsuru 25 years 700ml 

竹鶴 25 年 

¥368,000 

Hibiki 30 years 700ml 

響 30 年 

¥900,000 

 

【Single malt Scotch Whisky】  

Glenfiddich 15 years 700ml 

グレンフィディック 15 年 

¥23,000 

The BenRiach Curiositas 10 years (peated) 700ml 

ベンリアック 10 年 キュオリアシタス 

¥25,000 

Lagavulin 16 years (peated) 700ml 

ラガヴーリン 16 年 

¥29,000 

Bowmore 18 years 700ml 

ボウモア 18 年 

¥36,000 

Glenmorangie 18 years 700ml 

グレンモーレンジィ 18 年 

¥39,000 

 



Prices are inclusive of  taxes and exclusive of  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。 

Please advise us if  you have any dietary restrictions, allergies or special considerations. 

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。 

ANA InterContinental Beppu Collection of Whisky. 

ウイスキーコレクション 

 

【Blended Scotch Whisky】  

Chivas Regal 12 years 700ml 

シーバス・リーガル 12 年 

¥18,000 

Johnnie Walker Gold Label Reserve 700ml 

ジョニーウォーカー ゴールドラベル 

¥20,000 

Johnnie Walker 18 years 700ml 

ジョニーウォーカー 18 年 

¥29,500 

Old Parr Classic 18 years 750ml 

オールド パー クラシック 18 年 

¥37,000 

Ballantine’s 21 years 700ml 

バランタイン 21 年 

¥70,000 

 

【American Whiskey】  

Maker’s Mark 46 750ml 

メーカーズ・マーク 46 

¥22,000 

Four Roses Platinum 750ml 

フォア ローゼス プラチナ 

¥28,000 

Blanton’s Gold Edition 750ml 

ブラントン ゴールド エディション 

¥58,000 

 

 



Prices are inclusive of  taxes and exclusive of  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。 

Please advise us if  you have any dietary restrictions, allergies or special considerations. 

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。 

ANA InterContinental Beppu Collection of Gin. 

ジン・ボトルコレクション 

 

【Japanese Craft Gin】  

Komasa Gin “Sakurajima Komikan” (Kagoshima) 500ml 

コマサジン “桜島小みかん” 

¥19,500 

Tsukusu Gin (Kagoshima) 720ml 

尽ジン 

¥24,000 

Kyoto Dry Gin “Kinobi” (Kyoto) 700ml 

京都ドライジン “季の美” 

¥27,500 

 

【World Gin】  

Star of  Bombay (England) 750ml 

スター・オブ・ボンベイ 

¥19,500 

Monkey 47 Gin (Germany) 500ml 

モンキー47   

¥36,500 

Distillerie de Paris Tonik Gin (France) 500ml 

ディスティレリ・ド・パリ・トニック 

¥39,000 

 

*Please enjoy this premium gin, on the rocks or mixed. Our skilled bartender will prepare you 

original cocktails based on your special gin. 
 

*プレミアムジンはストレートやオンザロック、カクテルでも楽しめます。熟練したバーテン

ダーが、特別なジンをベースにオリジナルカクテルをご用意いたします。 

 

 


