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NEWS RELEASE 
2018 年 4 月 9 日 

2018 年 7 月 2 日一箇所修正 

2018 年 7 月 25 日一箇所修正 

 

報道関係者各位 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

沖縄最大級のラグジュアリーを極めた「クラブインターコンチネンタルラウンジ」を 

2018 年 6 月 17 日にオープン 

 

キャプション： 大海原に沈む夕日など雄大な眺望も満喫できる広々とした 

 「ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートのクラブインターコンチネンタルラウンジ」イメージ画像 

※上記ほかの画像データは以下のリンクよりダウンロードできます。 

https://bit.ly/2IEWrKt 

 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート (沖縄県恩納村、総支配人ビヨン・クラージェ、客室

数 397 室)は、2018 年 6 月 17 日、クラブインターコンチネンタルラウンジを新しくオープンします。 

同ラウンジは、クラブインターコンチネンタルおよびスイートにご宿泊のお客様専用の特別ラウンジ

で、145 席を完備し、沖縄本島随一の景勝地である万座毛を望む雄大な景色と東シナ海に沈む美

しい夕日を 270 度のパノラマビューでお楽しみいただけます。沖縄最大級の広さを誇るこのラウンジ
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では、専用のダイニングルームでご用意する朝食、リフレッシュメント、アフタヌーンティー、イブニン

グカクテルや本格的なコーヒーがお楽しみいただけます。また寛ぎのひとときを演出するライブラリ

ーやアートギャラリー、テラスにはソファ席もご用意。さらに、チェックアウト後も利用可能なシャワー

ルームを完備し、旅の締めくくりまで快適にお過ごしいただくことができます。 

 

クラブインターコンチネンタルでは、専属コンシェルジュによるお客様一人一人のご要望に合わせた

パーソナルサービスとプレミアムな特典でワンランク上のご滞在をお約束します。きめ細かなおもて

なしと大海原を望む優雅な空間で、極上のひとときをお楽しみください。 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートは 2009 年 4 月にインターナショナルなラグジュアリ

ーリゾートとして大規模なリニューアルを実施。今回新たに展開するクラブインターコンチネンタルラ

ウンジは、万座周辺の自然と海洋環境から得たインスピレーションをコンセプトにしたデザインで、

最上のクオリティと沖縄ならではの癒しの空間を紡ぎます。同ラウンジのデザインは世界的に著名

なデザイン会社、Hirsch Bedner Associates （www.hba.com) が担当し、優雅さと機能性を兼ね揃え

た演出はまさにクラブインターコンチネンタルならではのラグジュアリーなひとときをお届けします。

デザイン責任者である若狭明宏氏は、「ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートの新しいク

ラブインターコンチネンタルラウンジは、南国の花や葉が生い茂り、その隙間からさす木漏れ日の中

にある秘密の入口です。廊下の先には海や白い砂浜に通じる景色が広がります。南国の風景や万

座毛、深い海の青、サンゴ礁をイメージした鮮やかな配色を施しました」と述べています。 

 

■ご宿泊のオンライン予約： www.ihg.com 

 

《ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート、クラブインターコンチネンタルラウンジ概要》 

サービスタイム 

 朝食    7:00-11:00  

 リフレッシュメント  11:00-14:00 

 アフタヌーンティー  14:00-16:00 

 リフレッシュメント  16:00-17:30 

 イブニングカクテル 17:30-19:30 

 リフレッシュメント  19:30-21:30 

  

http://www.hba.com/
http://www.ihg.com/


 

 

Page 3 ／ 4 

 

 

ご利用時の特典 

 専属コンシェルジュによる観光情報の案内や各種予約代行サービス 

 専用ラウンジでのチェックイン・チェックアウト 

 滞在中 2 点までのお洋服の無料プレスサービス 

 Wi-Fi 高速インターネット無料アクセス 

 098 から始まる県内通話無料サービス 

 

ご利用に際して 

 12 歳以下のお子様には保護者の同伴が必要です。 

 カクテルタイム（17:30〜19:30）のご利用については 13 歳以上のお客様に限らせていただきま

す。12 歳以下のお子様連れのお客様は、ホテル 1 階の「オーシャンカフェ」にて、クラブインタ

ーコンチネンタルカクテルタイムをお楽しみいただけます。 

 

施設概要  

施設名： ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、クラブインターコンチネンタルラウンジ 

階層：      2 階    

営業時間 ：  7：00－22：30        

広さ：     360 平方メートル 

席数：     145 席（2 カ所のテラス席を含む） 

エリア：  コンシェルジュ、ダイニングルーム、リビングルーム 

料金：  同ラウンジは、クラブインターコンチネンタルルームおよびスイートにご宿泊のお客

様専用ラウンジです。その他のお部屋にご宿泊のお客様には追加料金が発生します。 

※料金は季節や部屋タイプにより異なります。   

以上 
 

■報道機関からのお問い合わせ先: 

広報担当：   田代由里、辰澤真奈美    

電話番号：     098-966-1211(代表)    

Eメール：    yuri.tashiro@ihg.com    

 manami.tatsuzawa@anaintercontinental-

manza.jp 
   

mailto:yuri.tashiro@ihg.com
mailto:manami.tatsuzawa@anaintercontinental-manza.jp
mailto:manami.tatsuzawa@anaintercontinental-manza.jp
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ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣 2260、客室数 397 室、098-
966-1211）は、2009 年 4 月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施

し、ロビーエリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかなインテリアで

統一しました。また、新しく誕生したクラブインターコンチネンタルラウンジではパーソナルなワンランク上のサ

ービスをご提供いたします。地元を知り尽くしたリゾート・コンシェルジュのサービスや、便利なリゾートセンター

で、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客様の充実した滞在をサポートします。 
www.anaintercontinental-manza.jp  
https://twitter.com/anaicmanzabeach  
www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort/  
 

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツについて  
インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは 70年以上の経験から得た洞察をもとに、お客様のご旅行をより

魅力的にしています。世界 60 カ国以上、約 190 のホテル＆リゾートのいずれにおいても、インターコンチネン

タルの魅力をご堪能いただけます。インターコンチネンタルブランドは、上質かつ控えめなサービスと充実した

アメニティで、ワールドクラスの洗練されたおもてなしを追求しています。他ブランドと異なる点は、お客様一人

一人にパーソナライズされた気配りあふれるサービスの提供に心から取り組んでいることにあります。旅慣れ

たお客様の滞在がディステネーション毎にさらに豊かなものとなるよう、「インターコンチネンタルアンバサダー」

や「クラブインターコンチネンタル」といった特別なプログラムもご用意しています。インターコンチネンタルにつ

いての詳しい情報は以下よりご覧ください。 
www.intercontinental.com  
www.facebook.com/InterContinental.AMEA 
twitter.com/interconhotels 
www.instagram.com/intercontinental 
 

インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG®）について  
インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG®）【LON：IHG、NYSE：IHG (ADRs)、本社：英国】は、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、EVEN®ホテルズ、

HUALUXE®（華邑） ホテルズ＆リゾーツ、クラウンプラザ ホテルズ＆リゾーツ、ホリデイ・イン、ホリデイ・イン 
エクスプレス、ホリデイ・イン クラブ バケーションズ、ホリデイ・イン リゾート、アビッド ホテルズ, ステイブリッジ・

スイーツ、キャンドルウッド スイーツといった幅広いホテルブランドを展開するグローバル企業です。IHG は現

在、世界の約 100 の国や地域で約 5,300 の ホテルと 785,000 以上の客室を所有、運営、リース、もしくはフ

ランチャイズ契約しています。加えて、開発中のホテルは世界中でおよそ 1,500 ホテル。IHG®リワーズクラブ

は 1 億人の登録会員を擁するホテル会員組織です。 インターコンチネンタル ホテルズ グループ PLC は、グ

ループの持ち株会社であり、英国で法人格を取得し、イングランドとウェールズで登記しています。世界各地

の IHG のグループホテルおよび本部では 35 万人の従業員が働 いています。 
ホテル情報とご予約 www.ihg.com 
IHG®リワーズクラブ www.ihgrewardsclub.com 
ホテルの最新情報 www.ihgplc.com/media 
ソーシャルメディア www.twitter.com/ihg  www.facebook.com/ihg  www.youtube.com/ihgplc  

http://www.anaintercontinental-manza.jp/
https://twitter.com/anaicmanzabeach
http://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort/
http://www.intercontinental.com/
http://www.facebook.com/InterContinental.AMEA
https://twitter.com/interconhotels
http://www.instagram.com/intercontinental
https://www.ihgplc.com/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/reservation
https://www.kimptonhotels.com/
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/cn/zh/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihgplc.com/en/news-and-media/news-releases/2017/ihgs-avid-hotels-to-extend-companys-midscale--leadership
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/gb/en/home
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/gb/en/home
https://www.ihgplc.com/
http://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home
http://www.ihgplc.com/media
http://www.twitter.com/ihg
http://www.facebook.com/ihg
http://www.youtube.com/ihgplc

