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ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ プレスリリース

ドン ペリニヨンとレディー・ガガの世界「The QUEENDOM PARTY」を開催

コラボレーションスイート「 The QUEENDOM ROOM 」も登場

レディー・ガガとシャンパーニュメゾンのドン ペリニヨンのコラボレーションテーマ「The Queendom」をイメージし、

１階のラウンジ「Aqua」では、テーラーメイドのテーブルライトやボトルスタンドを含むオリジナルデコレーションが

刺激的で華やかな空間を創り出します。選び抜かれた旬の食材と共に、限定ボトルのシャンパーニュ「ドン ペリニヨン

ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・ガガ限定ボトル」及び「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2010 レディー・ガガ限定ボ

トル」をお楽しみください。

名称： The QUEENDOM PARTY by DOM PÉRIGNON

期間： 2021年10月１日（金）～11月30日（火）12:00～21:00 120分制

料金： ２名様 90,000円、３名様105,000円、４名様120,000円 ※税込・サービス料別

内容： ・The Queendom Party専用席利用料（120分）

・「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2010 レディー・ガガ限定ボトル」１本

・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、本日の鮮魚など）

・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、おおいた冠地どり、

本日の鮮魚、季節の地元野菜など）

※シャンパーニュは、追加36,000円で「ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・

ガガ限定ボトル」に変更も可能

対象店舗： Aqua（アクア） 1F

詳細ウェブページ： https://anaicbeppu.com/the-queendom-party-by-dom-perignon/

問い合わせ・ご予約： 電話 0977-76-8258（レストラン予約）

ウェブサイト https://anaicbeppu.com/

※前日17:00までにご予約ください。

※当日のキャンセルに限り、料金の50％を頂戴します。

※営業内容及びメニューに関しまして、状況等により変更になる場合がございます。
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左：ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・ガガ限定ボトル 右：ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2010 レディー・ガガ限定ボトル

レディー・ガガとドン ペリニヨンの創造の自由によって築かれた解放と希望の世界へ

2021年9月27日（月）、日本・大分: インターコンチネンタルホテルズグループ（IHG®）

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ（ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市/総支

配人 高良真理）では、 2021年10月１日（金）～11月30日（火）の期間、レディー・ガガとドン ペリニヨンの出会

いにより生まれた創造の自由を称える世界「The Queendom」を体感できる専用ラウンジが１階「Aqua（アク

ア）」に登場します。期間中は、ドン ペリニヨンが空間プロデュースをしたコラボレーションスイートルーム

「The QUEENDOM ROOM」も１日１室限定で販売します。

https://anaicbeppu.com/masquerad_afternoontea/
https://anaicbeppu.com/
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ドン ペリニヨンとのコラボレーションルーム「The QUEENDOM ROOM」に使用されるのは、145㎡の広々と

したスペースと、海、街、そして山々のすべてを見渡せるパノラマビューを独り占めできる贅沢なスイート

ルーム。１日１組様限定で、オリジナルクッションやボトルスタンド等のテーラーメイドのグッズが特別な空

間を演出します。ご滞在中は、レディー・ガガがデザインした限定ボトルのシャンパーニュ「ドン ペリニヨン

ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・ガガ限定ボトル」を含む、ドン ペリニヨンプレートをお部屋にお届けしま

す。コーナーに円形にデザインされた46㎡のテラスには、プライベート温泉露天風呂に加え、バーカウンター

やソファーが備えられ、オープンエアのラウンジとしてご利用いただけます。日常から離れたラグジュアリー

な空間で、「The Queendom」の独自の世界観をお楽しみください。

名称： The QUEENDOM ROOM by DOM PÉRIGNON

予約期間： 2021年9月27日（月）～11月27日（土）

宿泊期間： 2021年10月１日（金）～11月30日（火）

料金： 1泊1室2名様 339,000円～（消費税・サービス料込、入湯税別）

ルームタイプ： パノラマ１ベッドルームスイート（145㎡）

内容： ■ドン ペリニヨンが空間プロデュースをした「The QUEENDOM ROOM」

■「ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・ガガ限定ボトル 」を

ドン ペリニヨンオリジナルアイスバケツやトレイ、グラスと共にご提供

※メニューパンフレットとボトルはお持ち帰り可能

■クラブインターコンチネンタルラウンジアクセス

■専用車にて大分空港までの往復送迎

■大浴場、インフィニティプール、ジムへのアクセス

詳細ウェブページ： https://anaicbeppu.com/the-queendom-room-by-dom-perignon/

問い合わせ・ご予約： 宿泊予約 06-6347-1202（平日９時～18時）／ホテル代表 0977-66-1000

ウェブサイト https://anaicbeppu.com/

※チェックイン3日前の15:00までにご予約ください。

※チェックイン3日前の15:00まで変更、キャンセルを承ります。それ以降は100％キャンセル料を

頂戴します。

左：ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2006 レディー・ガガ限定ボトル 右：パノラマ１ベッドルームスイートのテラス

ラグジュアリーなプライベートスペースで「The Queendom」の世界観を体感

本件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

播野巧磨 takuma.harino@ihg.com

Tel: 0977-66-1000 Fax: 0977-66-1002

https://anaicbeppu.com/the-queendom-room-by-dom-perignon/
https://anaicbeppu.com/
mailto:takuma.harino@ihg.com
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インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、75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ご体験
いただける旅をご提供しています。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ください。充実したアメニティ
と、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひと
りに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。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、特別な
サービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別な
ご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com
その他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください。

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリ
ティーカンパニーです。下記の16ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、約1,800軒のホテルが
開発中となっています。また、IHG リワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただい
ています。
• プレミアム: HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ, vocoホテルズ
• ラグジュアリー &ライフスタイル: 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,
• エッセンシャルズ: 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,avid ホテルズ
• スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ,  ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイー

ツ
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。
世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約350,000人の従業員がおり、日々世界中の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。2021年3月現在、5ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イ
ン及びホリデイ・インリゾート、ホテルインディゴ）、37ホテル、約10,000室を展開しています。今後もANAインターコン
チネンタル安比高原リゾート、ANAクラウンプラザリゾート安比高原、ANAホリデイ・インリゾート安比高原、ホテルイン
ディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ軽井沢、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、日本
においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。詳細は、下記ウェ
ブサイトをご参照ください。
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

IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

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。
Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppu
Instagram：https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

http://www.intercontinental.com/
http://www.facebook.com/intercontinental
http://www.instagram.com/intercontinental
https://www.ihgplc.com/en/about-us
http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
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/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/
https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppu
https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

