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IHG・ANA・ホテルズグループジャパン、13 ホテルで
2 月 24 日（金）から始まるプレミアムフライデー向けレストラン・バー、宿泊プランを提供
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン（東京港区、以下、IHGANA）が展開する国内の 13 ホテ
ルでは、2017 年 2 月 24 日（金）から始まる「プレミアムフライデー」向けのレストラン・バーのサー
ビスや宿泊プランを提供します。
経済産業省と流通団体などにより設立されたプレミアムフライデー協議会は、毎月末の金曜日を
「プレミアムフライデー」とし、個人が幸せや楽しさを感じられる体験（買物や家族との外食、観光
等）やそのための時間の創出を促し、消費を喚起するキャンペーンを展開します。これに賛同す
る企業は、毎月末の金曜日は午後 3 時の退社を呼びかける取り組みを始めるとしています。
下記のグループホテルでは、午後 3 時退社に合わせたレストランやバーでのハッピーアワー、ア
フタヌーンティーなどのサービスのほか、週末旅行とあわせた宿泊プラン、ブライダルフェアなど
を企画し、ゆとりある時間を提案します。
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 公式サイト
ホテル内おすすめレストラン&バー特集 「プレミアムフライデー」
URL： https://www.anaihghotels.co.jp/fandb/#fandbSet04

【写真左から： インターコンチネンタルホテル大阪 バー adee 「ハッピーアワー 2 for 1」、ストリングス
ホテル東京インターコンチネンタル ザ・ダイニングルーム 「プレミアムアフタヌーンティー」 】

「プレミアムフライデー」のサービス一覧：
ANA インターコンチネンタルホテル東京 （東京都港区）
 MIXX バー&ラウンジ 「FREE FLOW HOUR」： 16～17 時に入店されると、スパークリング
ワイン・ワイン・生ビールなどが楽しめる通常 2 時間のフリーフロープランを 3 時間お楽しみ
いただけます（お一人様 4,000 円 税サ別）
 ザ・シャンパンバー 「SHARE THE SPARKLES」： モエ エ シャンドン ブリュット アンペリ
アルなど合計 10 種類のボトルのシャンパンが、各 10,000 円（税サ別）のハッピーアワー価
格で 15 時からお楽しみいただけます
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル （東京都港区）
 バブルズバー® 「プレミアムハッピーアワー」： 平日 17 時から提供しているハッピーアワー
を 15～20 時の 5 時間に延長。ビールやバブルズカクテル、スパークリングワインなどのバブ
ルズドリンクを 50%オフでお楽しみいただけます
 レストラン&バー ザ・ダイニングルーム 「プレミアムアフタヌーンティー」： 有田焼の球型三
段重で提供する季節のスイーツが人気のアフタヌーンティーセットに、グラスシャンパンをプ
レゼントします（4,000 円 税サ別）
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル （神奈川県横浜市）
 中国料理 驊騮（カリュウ） 「プレミアムパーティープラン」： 16～18 時の 2 時間限定で、６
種類のお料理とデザート、ビール・ワイン・ソフトドリンクなどのフリードリンク（大人 1 名 6,000
円／小人 1 名 3,000 円 税サ込、2 名様より）※要予約
 イタリア料理 ラ ヴェラ 「プレミアム女子会プラン」： 16～18 時の 2 時間限定で、温製・冷
製前菜の３種の盛り合わせプレートとピッツァ、ボトルワイン 1 本（大人 1 名 4,000 円 税サ
込、3 名様より）※要予約
 ラウンジ&バー マリンブルー 「プレミアムハッピーアワー」： 15～19 時まで、カクテル、ウ
イスキー、ワインなど 21 種類のドリンクを各 800 円（税サ込）で提供
インターコンチネンタルホテル大阪 （大阪府大阪市）
 バー adee 「ハッピーアワー 2 for 1」： 各種アルコールドリンクを 1 杯ご注文いただくと 2
杯目が無料になるハッピーアワーを 16～20 時まで実施（1 杯目は上限価格 4,000 円まで、
無料提供ドリンクは 1 杯目の価格以下のドリンクが対象。祝日は除く。通常は平日 17 時から
開始）
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート （沖縄県国頭郡）
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang
=ja-JP&hi_id=32&smp_id=2992
 宿泊プラン「【プレミアムフライデー】2 連泊限定 週末ご褒美旅： 専用ラウンジが利用でき
るプレミアムフロアでの滞在に、客室での足つぼアロママッサージ（30 分）、選べる夕朝食つ
きで、贅沢リゾートホテルでのマッサージ＆食事で心も体もリフレッシュできる、プレミアムフ
ライデーを利用した沖縄へご褒美旅をサポートする宿泊プランです（2 名 1 室 2 泊 88,000
円～ 税サ込）
ANA インターコンチネンタル石垣リゾート （沖縄県石垣市）
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang
=ja-JP&hi_id=33&smp_id=2706
 宿泊プラン「Premium Friday はラグジュアリーに」： スパトリートメント、朝食ブッフェ、14
時のレイトチェックアウト 2 連泊限定（2 名 1 室 1 泊 15300 円～ 税サ込））

ANA クラウンプラザホテル富山 （富山県富山市）
http://www.anacrowneplaza-toyama.jp/rest/friday.html
 日本料理 雲海 「富山の地酒 4 種飲み比べセット」： 17:00～21:00 の間、富山の地酒であ
る吟醸立山・吟醸満寿泉・純米吟醸太刀山・純米吟醸三笑楽（冷酒 各 1 グラス）と突出し 1
点のセットを通常 1,800 円（税サ込）の 50%オフでお楽しみいただけます
ANA クラウンプラザホテル金沢 （石川県金沢市）
http://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/
 カスケイド ラウンジ「プレミアム・シャンパーニュセット」： 15:00～19:00 の間、60 分間のシ
ャンパンのフリーフローとアペタイザーの組み合わせを 4,000 円（税サ込）で提供します
ANA クラウンプラザホテル大阪 （大阪府大阪市）
 ロビーラウンジ 「プレミアムフライデー フリーフロー」： 15：00～17:00 の間、各種ドリンクを
フリーフローでお楽しみいただけます（60 分 2,000 円、90 分 2,500 円、税サ込）
 カフェ・イン・ザ・パーク 「プレミアムフライデー エンジョイブッフェ」： 2～4 月までのプレミア
ムフライデーで、16：30～21:00 の間、ディナーブッフェを特別価格でご利用いただけます
（90 分間、通常 7,000 円が 5,000 円・税サ込）
ANA クラウンプラザホテル広島 （広島県広島市）
http://www.anacrowneplaza-hiroshima.jp/restaurants/2017/02/post.html
 日本料理 雲海・中国料理 桃李・鉄板焼 愛宕・ヨーロピアンコンチネンタル ル・プラティー
ヌ 「プレミアムフライデー ハッピーフライデープラン」： 16：00～17：30 の間にご来店のお
客様はドリンク代を 50％オフ、通常 2,500 円の飲み放題プランは 1,000 円 ※予約制
ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ （熊本県熊本市）
https://anacpkumamotonewsky.com/
 バーラウンジ フェリーチェ 「フェリーチェ ナイト ライブ」： 間近でスイングするライブパフォ
ーマンスのミュージックチャージを無料で提供。（通常 1,500 円、20 時～／21 時～）ウイスキ
ーやブランデーのボトルキープも特別料金で提供（例： マッカラン 12 年の新規ボトルキープ
通常 20,000 円が 15,000 円税別）
ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー （沖縄県那覇市）
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang
=ja-JP&hi_id=30&smp_id=2216
 宿泊プラン「【プレミアムフライデー】ワンランク上の贅沢スイート Stay～セレクトディナー付プ
ラン」:
上質なご滞在をお愉しみ頂けるクラウンスイートルームに「和食」・「中華」・「ブッフ
ェ」の 3 つのレストランから、お好みのディナーをお選びいただける、1 泊 2 食付きの宿泊プ
ラン（2017 年 2 月 24 日(金)から 2017 年 6 月 30 日（金）までの期間、プレミアムフライデー
の週末を含む木・金・土・日曜日を対象に、1 泊 1 室 1 名様 36,000 円～、1 泊 1 室 2 名様
44,000 円 ※税サ込）
松山全日空ホテル （愛媛県松山市）
http://www.anahotelmatsuyama.com/2016/07/31/premium-friday/
 宿泊プラン「プレミアムフライデー特別プラン」： 2 月 24 日（金）限定で、61 ㎡のクラウンスイ
ートのご宿泊、朝食ブッフェ・和食料理長厳選メニューの夕食、シャンパンハーフボトルのル
ームサービスつき（1 泊 1 室 2 名様 50,000 円 税サ込）
 ティーラウンジ「デザート・ヴァリエ」付き、ブライダル相談会
以上

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンは、2006 年 12 月 1 日に、客室数で世界最大のホテルグループで
ある IHG と、ＡＮＡの業務提携により設立されたジョイントベンチャー会社で、国内で合計 33 ホテル、客室
数約 10,000 室を運営する日本最大のインターナショナルなホテル運営会社です。
国内で 7 軒のインターコンチネンタル、18 軒の ANA クラウンプラザホテルのほか、5 軒のホリデイ・イ
ン、ANA ホテルを展開します。2015 年には ANA クラウンプラザホテル岡山が誕生。2016 年 11 月 1
日から、新たにホリデイ・イン大阪難波が加わりました。
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・ANA・ホテルズグループジャパンのニュースリリースサイト: www.anaihghotels.co.jp/corporate/pr

本件に関するお問い合わせ先：
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
広報 潮 孝子
Tel: 03 5501 7548 Fax: 03 5501 7580
Takako.ushio@ihganahotels.com

