
 

 

 

 

 

 

 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

パリの高級ホテルやレストランなど世界中で愛されるメゾン。 

 

創始者の名前をそのままブランド名とし、「伝統」と「歴史」の深いシ

ャンパーニュメーカーが多く存在する中で、近年まで創始者が現存した

ブランドでもあります。創始者ニコラ・フィアット氏は 18 歳の若さで

渡米し、コーヒー豆の輸入で大成功を収め、企業家として名を馳せま

す。その後 1976 年、ニコラ・フィアットを創設し、上質なシャンパー

ニュを造る事に情熱を注ぎ込みました。 

 

創設からわずか 40 年余りで世界でもトップクラスの販売量を誇るメゾ

ンとなり、現在ではパリの高級ホテルやレストラン、多くの航空会社で

ニコラ・フィアットが採用されています。 

 

 

 

 

 



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。 

ANA InterContinental Beppu         

SIGNATURE AFTERNOON TEA SET 
13:00-15:00 / 13:30-15:30 / 15:30-17:30 

※要事前予約（3 部制） 

※時間制限（2 時間）を設けさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxury Afternoon Tea 

ラグジュアリー アフタヌーンティー 
¥8,000 

Enjoy with our selection of  TWG fine teas and barista’s coffee  

ご一緒にコーヒーまたは TWG ファインティーセレクションから、 

お好きなものをお好きなだけお選びください。 

【Mini Bottle of  Champagne】 

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut 

ニコラ・フィアット レゼルヴ・エクスクルーシヴ ブリュット 
 

 

 



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。 

AFTERNOON TEA SET 
13:00-15:00 / 13:30-15:30 / 15:30-17:30 

※要事前予約（3 部制） 

※時間制限（2 時間）を設けさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTMAS PROMOTION 2022 

クリスマス・プロモーション 

「ウィンター・ワンダーランド」 

 

Winter Wonderland Afternoon 

クリスマス・アフターヌーンティー  
¥4,000 

with one mini bottle of  non-alcohol sparkling wine 

ノンアルコール・スパークリングワイン付き 
 

+¥1,900 

Enjoy with our selection of  TWG fine teas or coffee 

ご一緒にコーヒーまたは TWG ファインティーセレクションから 

お選びください。 

add free refill of  tea or coffee 

コーヒーと紅茶のおかわり自由 
+¥1,000 

 



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。 

MENU 

【Savory】 

Cucumber sandwich 

胡瓜 サンドウィッチ 

Roast chicken and red berries, Brioche burger 

ローストチキンと赤い果実 ブリオッシュバーガー 

Scotch woodcock 

スコッチ・ウッドコック（英国風オープンサンドイッチ） 

Smoked salmon and pomegranate quiche 

スモークサーモンとパルメザンチーズのキッシュ  

【Sweet Delicacies】 

Strawberry parfait 

petit parfait noël パルフェ ノエル 

Pistachio cake and waffle tree 

サパン・ド・ノエル ピスターシュ 

Christmas chocolate mousse 

ノエル・ショコラ・クリュ 

Gingerbread biscuits 

ジンジャー・ブレッド・クッキー 

Pierre Hermé Paris macaron (Pistachio raspberry) 

ピエール・エルメ・パリ マカロン（フランボワーズ ピスターシュ） 

Strawberry Guimove 

ストロベリー・ギモーブ 

【Freshly Baked Scones】 

Italian pistachio scone, Christmas spice scone 

イタリア産ピスタチオとクリスマス・スパイスのスコーン 

with Kitsuki honey and strawberry jam, clotted cream 

近藤養蜂場のいちご蜂蜜 ジャムとクロテッドクリーム添え 
 
 



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。 

 
 

ILLY COFFEE SELECTION 

【Seasonal Specialties】 

Spicy chocolate latte 

スパイシー ショコラ ラテ 

  (エスプレッソ、チャイシロップ、ティラミスシロップ、チョコレート) 

+¥100 

Butterscotch latte 

バタースコッチ ラテ 

  (ホワイトチョコレート、シロップ(ヘーゼルナッツ、チーズケーキ)、 

岩塩、プレッツェル) 

+¥100 

Coffee 

コーヒー 

Decaffeinated coffee 

カフェインレス コーヒー 

Espresso 

エスプレッソ 

Short macchiato 

マキアート 

Long macchiato 

ロング マキアート 

Caramel macchiato 

キャラメル マキアート                                (エスプレッソ、バニラシロップ、キャラメル) 

Cappuccino 

カプチーノ 

Caffè latte 

カフェ ラテ 

Caffè mocha 

カフェ モカ                        (エスプレッソ、チョコレート) 

Vietnamese lychee honey milk latte 

近藤養蜂場 “ベトナム産ライチ” ハニー ミルク ラテ 



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。 

 

TWG FINE TEAS SELECTION 

【Seasonal Specialities】 

Red Christmas Tea 

レッド クリスマス     (ルイボス茶、ハイビスカス、りんご、オレンジピール、 

             シナモン、レーズン、クローブ、ジンジャー、カルダモン) 
ルイボスティーをベースに、芳醇な香りのフルーツやたっぷりのスパイスを加えたオリ

ジナルブレンド。一年を振り返りながらお祝いする楽しいクリスマスの夜に最適です。 

Winter Palace Tea 

ウィンター パレス               (紅茶、アーモンド、マリーゴールド) 

青々しいグリーンアーモンドのようなアロマが壮大な柱廊や爽やかな雪景色を彷彿とさ

せます。甘い香りの余韻とエレガントな香りが漂います。 

Christmas Royal Milk Tea 

クリスマス ロイヤルミルクティー 

                                           (紅茶(ウバ ハイランド、レッド クリスマス)、牛乳、砂糖) 

甘く官能的な香りが漂い、寒い冬を温かく喜びに満ち溢れたものにしてくれる一杯。 

香り高いスパイスがほのかに香る、クリスマス限定のロイヤルミルクティーです。 

【Classic Tea】 

Royal Darjeeling 

ロイヤルダージリン                       (紅茶) 

インド紅茶の王様と呼ばれるダージリンティー。この春摘みの紅茶は、熟したアプリコ

ットのような素晴らしい香りと力強くはじける味わい。日中に最適な紅茶です。 

English Breakfast 

イングリッシュブレックファスト                  (紅茶) 

伝統的な英国の朝食に合わせてブレンドされた、このクラシックなお茶は、力強く濃厚

な風味の中にも花のような香りがほのかに漂います。マーガレットを塗った朝のトース

トに良く合う、ブロークンリーフの紅茶です。 

Uva Highlands 

ウバ ハイランド                      (紅茶) 

力強さと風味のバランスが良くとれた紅茶。美しい黄金色の水色と濃厚な味わいが特徴

的。しっかりとしていて、アフタヌーンティーに最適です。 

Nuwara Eliya 

ヌワラエリヤ                           (紅茶) 

名高いセイロン島の高くそびえる丘で収穫された紅茶。 

TWG Tea のオレンジペコーは、その軽やかかつふくよかで、複雑な味わいで有名です。 



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。 

 

TWG FINE TEAS SELECTION 

【Flavored Tea】 

ANA InterContinental Beppu Original Blend 

ANA インターコンチネンタル別府オリジナルブレンド          

(緑茶、ジンジャー、パイナップル) 

TWG Tea がインターコンチネンタル別府の為にブレンドした特別な紅茶。 

ジンジャーとパイナップルをブレンドした爽やかな甘みのある緑茶です。 

French Earl Grey 

フレンチアールグレイ                                                                (紅茶、ヤグルマギク、香料) 

香り豊かなブレンドティーの定番。TWG Tea の紅茶に柑橘類の果実の香りをブレンド

し、美しいサファイヤ色の花びらを散りばめました。 

Number 6 

ナンバー６                                                                  (紅茶、緑茶、バニラ、ルバーブ、ベルガモット香料) 

紅茶と緑茶の出会いにより華やかに奏でる調和。甘い花を連想させる香りに、ほのかに

漂う甘いバニラと爽やかさルバーブ織りなす誘惑的なブレンド。 

1837 Black Tea 

1837 ブラックティー                            (紅茶、香料) 

TWG Tea の代表的なお茶として知られる 1837 Black Tea は、熟したベリーやアニス、

キャラメルなどの風味が余韻に残る、時を越えた不朽のブレンドです。 

Moroccan Mint 

モロッカンミント                                                                                                                                   (緑茶、ミント) 

まろやかでいて力強い香りのミントが絶妙にブレンドされた上質な緑茶。 

時を超えたクラシックなブレンドです。 

Pink Flamingo 

ピンクフラミンゴ           (緑茶、ハイビスカス、香料(オレンジ由来))  )                                          

上質な緑茶と深紅のハイビスカスのブレンドが一日を明るく彩ります。美しいバラ色の

斬新なブレンドのお茶は、ほのかな酸味とフルーティーな香りを放ちます。 

Red Chai 

レッドチャイ                (ルイボス茶、カルダモン、シナモン、 

               ピンクペッパー、クローブ、バニラ、香料(オレンジ由来)) 
インドの香り高いスパイスがほのかに香る、魅力的なブレンドのレッドティー。         

まろやかな口当たりのお茶です。 



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。 

 

 

 

 

 

TWG FINE TEAS SELECTION 

【Infusion】 

Vanilla Bourbon 

ヴァニラブルボン                                      (ルイボス茶、香料) 

TWG Tea 厳選の甘いバニラを加えた南アフリカ産レッドティーのブレンドは、カフェイ

ンを含まず、1 日中いつでもお楽しみ頂けます。ホットでもアイスでも美味しく、お子様

にも最適な一杯です。 

Midnight Hour 

ミッドナイトアワー           

              (紅茶、パイナップル、パパイヤ、レモングラス、マリーゴールド) 
香り豊かなトロピカルフルーツとカフェインフリーの紅茶が織りなす絶妙なブレンド。 

誘惑的な一杯を作り出します。 

Chamomile 

カモミール                           (カモミール) 

上質なカモミールの花が、芳醇な蜂蜜のような香りを醸し出します。カフェインを含ま

ない黄金色のお茶は、まろやかな風味で気分を落ち着かせてくれます。 

【Asian Tea】 

Jasmine Queen 

ジャスミンクイーン                          (緑茶、ジャスミン) 

夢中にさせられるようなジャスミンの花が、繊細に仕立てられた緑茶。 

きらめく優雅さで引き立てられています。 

Emperor Sencha 

エンペラーセンチャ                              (緑茶) 

TWG Tea こだわりの緑茶。厳選された茶園の茶葉を使用したカフェインが少なく、ほの

かな味わいの日本茶です。 


