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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」誕生 75 周年
豊かな伝統、洗練された特別な体験をお届けしてきたブランド誕生 75 周年を祝い
インターコンチネンタルホテルで多彩なプランを展開

IHG®ホテルズ＆リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、日本国内運営会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャ
パン合同会社 CEO：ハンス・ハイリガーズ、以下 IHG）は、今年、国際的なラグジュアリートラベルのパイオニアで
ある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（以下、インターコンチネンタル）」の
誕生 75 周年を祝し、国内全 9 軒のインターコンチネンタル ホテルで、様々な期間限定の特別プランを実施いたし
ます。
インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツについて：
1946 年、パンアメリカン航空の創始者であるファン・トリッペによって創設されたインターコンチネンタル ブランドは、
常に時代の先を見据えた新たなデスティネーションを拡大し、さりげない心遣いと細やかなサービスで、お客様の
心にそっと触れるような珠玉のエクスペリエンスをご提供してまいりました。以来 75 年にわたり順調に事業を拡大
し、現在世界で 206 軒のホテルを展開する世界最大級のラグジュアリーホテルブランドへと成長しました。さらに、
向こう数か月の間にバルセロナ（スペイン）、高尾（台湾）などにホテルがオープンする予定で、今後は 70 軒以上の
開業を計画しています。
75 年の歴史を誇るインターコンチネンタルには、様々なストーリーが散りばめられています。

グレース・ケリーは 1955 年にインターコンチネンタル カールトン カンヌでモナコ大公レーニエ 3 世と出逢い、
モナコ公国のプリンセスとなりました。

国連憲章は 1945 年にインターコンチネンタル マーク ホプキンス サンフランシスコで署名されました。

マーティン・ルーサー・キング牧師は 1963 年、インターコンチネンタル ウィラード ワシントン D.C.の前で、あ
の有名な「I Have A Dream」の演説を行いました。
日本におけるインターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツのストーリー
1991 年、国内初のインターコンチネンタル ホテルとして「ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル」が開業
し、以後数々の世界的なコンベンションのホスト先としても利用されてまいりました。その後、2010 年から連続でミ
シュラン二つ星に輝くフレンチレストラン「ピエール・ガニェール」を擁する ANA インターコンチネンタルホテル東京
や、5 年連続ミシュラン一つ星に掲載されているフレンチレストラン「Pierre（ピエール）」を有するインターコンチネン
タルホテル大阪、さらには ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートなど都市部からリゾート地まで全国各地
に 9 軒のホテルを展開しています。近年では 2019 年開業の ANA インターコンチネンタル別府リゾート＆スパをは
じめとするリゾート地での展開を加速しており、今後、ANA インターコンチネンタル安比高原リゾート、インターコン
チネンタル沖縄美ら SUN リゾートを開業する予定です。
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クラブインターコンチネンタル®について
インターコンチネンタルホテルで最上級のサービスをご提供しているのが「クラブインターコンチネンタル」です。ご
到着前からご滞在中、更にご出発後まで、お客様の期待を上回るきめ細やかな配慮と優雅な空間で、ワンランク
上の洗練されたホテルステイをお約束します。クラブインターコンチネンタル専用ラウンジは日本国内のすべての 9
ホテルにあり、アフタヌーンティーをはじめとする優雅なひとときをお過ごしいただけます。2020 年 7 月には、ANA
インターコンチネンタル石垣リゾートに、建物 1 棟の全室がクラブインターコンチネンタル カテゴリーの客室となるワ
ンランク上のラグジュアリーリゾートが誕生しています。
インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ 75 周年記念プラン
ブランド誕生 75 周年をゲストの皆さまとご一緒に祝うため、各ホテルの特徴を活かした様々なプランがスタートしま
す。全世界のインターコンチネンタルでご提供する、スタイリッシュなアニバーサリーカクテル「インターコンチネンタ
ル 75 周年記念カクテル」は、「French 75」を再構築した特別なカクテルです。国内の各ホテルでは、それぞれのロ
ーカル色を反映したバリエーション豊かな記念カクテルもご提供いたします。
「インターコンチネンタル 75 周年記念ダイニングプラン」や、ラグジュアリーホテルに相応しい「インターコンチネンタ
ル 75 周年記念ダイヤモンドステイパッケージ」もご用意し、下記一部をご紹介いたします。日本国内の全プランは
こちらのウェブサイトをご覧ください。 https://www.anaihghotels.co.jp/plan/intercontinental-75th-anniversary/
■ ANA インターコンチネンタルホテル東京
【カクテル by ANA インターコンチネンタルホテ
ル東京】 インターコンチネンタル 75 “Tokyo
Celebration”
様々なスパイスや果実、紫蘇や実山椒を使用し
た自家製シトラスコーラシロップを“フレンチ 75”
風にシャンパンアップし、日本の伝統工芸品であ
る“水引”はお祝い事や幸運の願いをこめたモチ
ーフとして中央に飾り、ゴージャス且つアーティ
スティックなカクテルに仕上げています。
販売期間 ： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 4 月 22 日（金）
※変更の場合など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 3,108 円（税・サ込）
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンドステイパッケージ】 75 周年記念アルティメット・ラグジュアリー
インターコンチネンタル 75 周年を記念し、最高級のスイートルームに滞在し、ミシュランスターレストランを含む最
高のレストランでの美食体験をお楽しみいただくプラン。
宿泊期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 4 月 22 日（金）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 750,000 円（税・サ込 宿泊税別）
ご予約・お問い合わせ先： 03-3505-1111（代表）

■ ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
【カクテル by ストリングスホテル東京インターコンチ
ネンタル】 インターコンチネンタル 75 by The
Strings: Rise
インターコンチネンタル 75 周年を祝してストリングス
ホテル東京インターコンチネンタルならではのカクテ
ルをキュレートしました。当ホテル人気の品川クラフト
ビールを自家製で濃縮したものを使用し、日本国旗
を連想させる梅を自家製でシロップにして和を演出。また、鳥の羽をデコレーションし当ホテルが日本の玄関口、品
川から世界に向けて上昇するようなカクテルをお楽しみください。
販売期間： アルコール提供可能後から開始予定。期間未定。
価格： 2,200 円（税込・サ別）
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンドステイパッケージ】 STAY&PRIVATE DININIG
都内送迎が付いた最上スイートルームでのプライベートディナーが楽しめる 4 名様グループの特別宿泊プランで
す。スイートルームのご宿泊 2 部屋（各部屋 2 名利用）、最上階 32 階のトップスイートである「ザ・ピークスイート」
での 4 名様だけのスペシャルディナー。カクテルや厳選アルコールを含んだスペシャルプランをお楽しみください。
宿泊期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 3 月 31 日（木）
※除外日やご利用 1 週間前までのご予約など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 4 名様 750,000 円（税・サ込） 宿泊税別
ご予約・お問い合わせ先： 03-5783-1111
■ ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンド
ステイパッケージ】 ホテルインターコンチネンタル東
京ベイ・ダイヤモンドステイパッケージ
インターコンチネンタル 75 周年を記念したラグジュ
アリーなステイパッケージです。
宿泊期間： 2021 年 10 月１日（金）～2022 年 3 月
31 日（木）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 2 名様 397,000 円（税・サ・宿泊税込）
【インターコンチネンタル 75 周年記念ディナープラン】 ELEVATED F&B PACKAGES
キャンドルライトに包まれたプライベートダイニングで、おふたりだけに特別なディナーをご提供します。お土産とし
て NY ラウンジブティックのエグゼクティブシェフパティシエ德永純司監修のボンボンショコラをご用意。
販売期間： 2021 年 10 月１日（金）～2022 年 3 月 31 日（木）
価格： 2 名様 98,000 円（税・サ込）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ先： 0570-000222（ナビダイヤル）
■ ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
【カクテル by ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル】 インターコンチネンタル 75 “Yokohama Rose”
ガーニッシュに、横浜市の花である「バラ」を贅沢にあしらい、バラが華やかに香る気品あふれるカクテルに仕上げ
ました。ベイフロントの絶景とともに、日本のバー文化発祥の地・横浜ならではのひとときをお楽しみください。
販売期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 4 月 30 日（土）
価格： 2,600 円(税・サ込) ノンアルコール 1,500 円 (税・サ込)
ご予約・お問い合わせ先： 045-223-2267（レストラン予約／10:00～18:00）ラウンジ＆バー「マリンブルー」(2F)
【インターコンチネンタル 75 周年記念ディナー・ランチ
プラン】中国料理「驊騮」インターコンチネンタル 75 ア
ニバーサリープラン
最上階に位置するメインダイング・中国料理「驊騮（カ
リュウ）」のスペシャリテの数々をコースに仕立てた同
ホテル開業 30 周年記念特別メニューを、インターコン
チネンタル 75 カクテルとともに、横浜の絶景を望む特別個室「天空」でご堪能いただけるプライベートプランをご用

意。テーブルサイドで仕上げるパフォーマンスとともに、五感を魅了する至福のひとときを演出します。
販売期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年 4 月 30 日（土）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 2 名様 60,000 円（税・サ込）
ご予約・お問い合わせ先： 045-223-2267（レストラン予約／10:00～18:00）中国料理「驊騮（カリュウ）」（31F）
■ インターコンチネンタル横浜 Pier 8
【カクテル by インターコンチネンタル横浜 Pier 8】
インターコンチネンタル 75 by Pier 8
横浜港の海の青色と、上層には夕暮れの空を紫色で表現しました。間の透き通っ
た空間に横浜の景色を映し、徐々に夜が暮れるように紫のカラーがその景色を染
めていくイメージです。インターコンチネンタル75年の歴史に、Pier 8 ならではの
過ごし方を重ね合わせて時間の経過と景色の移り変わりに想いをはせるひととき
をお楽しみください。
販売期間： 2021年10月1日（金）～2022年4月30日（土）
価格： 2,000円(税・サ込) ノンアルコール1,600円(税・サ込)
ご予約・お問い合わせ先： 045-307-2228（レストラン予約／10：00～18：00）レストラン＆バー「Larboard」（2F）
■ インターコンチネンタルホテル大阪
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンドス
テイパッケージ】 ジャガー ラグジュアリーカー クルー
ズ付ダイヤモンドステイ
ジャガー・ランドローバー正規ディーラー「八光カーグ
ループ」のご協力により、ジャガー初の電気自動車 IPACE を最大 48 時間、お好みの時間とルートでドラ
イブいただける特別プランが登場。クラブインターコン
チネンタル専用ラウンジや、Pierre（ピエール）の個室で、シェフ特製テイラーメイドのメニューとワインペアリングをご
堪能ください。
販売期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～2022 年４月 30 日（土）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
価格： 750,000 円～（税・サ込）宿泊税別
ご予約・お問い合わせ先： 06-6374-5700
■ ANA インターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
【カクテル by ANA インターコンチネンタル別府リゾー
ト＆スパ】 特製 3 種のインターコンチネンタル 75 周
年記念カクテルとアペタイザーをペアリングでご用意
しました。
「Kitsuki Punch」（アペタイザー：鴨のスモーク 杵築
蜂蜜とザ・ボタニストドライジンの香りを添えて）
価格：2,500 円（税・サ込）
「Myoban 75」（アペタイザー：フランス産フォアグラの
ムース、シャンパン・ブルーベリー、コンポート添え）
価格：2,500 円（税・サ込）
「Zabon Bouquet」（アペタイザー：カンパチのマリネ、オリーブオイルキャビアとレモンジュレを添えて）
価格：2,300 円（税・サ込）
販売期間：2021 年 10 月 1 日（金）～
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンドステイパッケージ】「別府ラグジュアリー エクスペリエンス」
大分空港や別府駅に専用車でお出迎え。ホテルまでのドライブは、快適なプライベート空間でお楽しみいただき、
ご到着後は「ハーンヘリテージスパ」のトリートメントで旅の疲れを癒し至福のひとときを。ディナーは、最先端の美
食体験をご提供するレストラン「アトリエ」で。パノラマスイートでの 1 泊 2 日の豪華ご宿泊。特別なご旅行がさらに
華やぐ、ホテル専用クルーザーで別府湾を周遊するプライベートクルーズまたは、大切な方との最高の瞬間を演出
するプライベート花火のいずれかの特典もご用意しています。
宿泊期間： 2021 年 10 月 1 日（金） ～ 2022 年 4 月 30 日（土）

価格： 2 名様１室 750,000 円（税・サ込）
※除外日など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ先： 0977-66-1000（代表）
■ ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモンド
ステイパッケージ】
サンゴ豊かな海で贅沢に遊ぶ 5 日間 “インターコ
ンチネンタル 75 周年 万座プライベートクルーズプ
ラン”
クラブインターコンチネンタルラウンジへのアクセス
もついたコーナースイートルームでの 4 泊 5 日の
ご滞在をご満喫ください。旅のハイライトは、滞在中 3 日間 プライベートクルーザー付・船長待機 で、 気のままに７
つのクルージングメニューからお好きなだけ、クルーズをお楽しみいただけます。
宿泊期間： 2021 年 10 月 1 日（金）～12 月 28 日（火）
価格： 2 名様 1 室 1,575,000 円（税・サ込）4 泊 5 日
※2 週間前までに要予約など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
【インターコンチネンタル 75 周年記念ディナープラン】 鉄板焼き シェフズテーブル 75
プライベートシェフ付で本部牛などの県産和牛フィレまたはサーロイン、県産クルマエビやイセエビなどのシェフ選り
すぐりの食材を 75 周年スペシャルカクテル・モクテルと共にお楽しみいただけるコースです。
販売期間：2021 年 10 月 1 日（金）～12 月 28 日（火）
価格： 2 名様 75,000 円（税・サ込）
※3 日前までのご予約など、その他ご利用条件がございますのでお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ先： 098-966-2212
■ ANA インターコンチネンタル石垣リゾート
【インターコンチネンタル 75 周年記念ダイヤモン
ドステイパッケージ】 IC75 周年アニバーサリー
プレミアムプラン
クラブインターコンチネンタルに滞在し、八重山の
魅力を思う存分ご体感ください。インターコンチネ
ンタル 75 周年を記念して数々の特典をご用意し
ています。
宿泊期間： ～2022 年 1 月 10 日 （月）
価格： 2 名様 450,000 円（税・サ込）5 泊 6 日
ご予約・お問い合わせ先： 0980-88-7111（代表）
IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて
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、ANA クラウンプラザホテル秋田、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、リ
ージェント京都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。
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
本リリースに関するお問い合わせ：
コミュニケーションズマネージャー
西田 なお子
Email: naoko.nishida@ihg.com
Phone:03 5501 7542

