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NEWS RELEASE 
２０２０年７月３０日 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

万座サマーイベント２０２０開催 

 
 

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、総支配人ダレン・モリッシ

ュ、客室数４００室)は、２０２０年８月１日よりサマーイベントを実施いたします。 
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毎年恒例のサマーイベント。今年は特に人気の打ち上げ花火の他、プールを満喫するプランや

BBQ ディナーなど、屋外でゆったり楽しめるプランをご用意しました。 

８月は沖縄の魅力を最も味わえるベストシーズン。ご家族やご友人など、大切な人と一緒に過ご

す今年の夏は、贅沢ビーチリゾートでの感動体験をお楽しみください。 

 

夏の夜空に咲く大輪の花 万座 夏の打ち上げ花火 

ホテルの目の前から打ち上げる、約３００発の 

迫力の花火。ビーチやガーデンプールサイド、

またはお部屋からと、お好きな場所でお楽しみ

ください。 

 

開催日：８月１５日（土）、２２日（土）、 

     ２９日(土)、９月１９日（土） 

打上げ時間：２０：３０～ （約３分間） 

 

 

船上で楽しむ贅沢 花火クルーズ 

大型カタマランヨットの船上は花火鑑賞の特等席。夜風と潮の香りと共に楽しむ花火は、沖縄の

風情を感じられる特別な体験です。 

開催日：８月１５日（土）、２２日（土）、 

２９日(土)、９月１９日（土） 

時 間：２０：００～２０：４５ 

価 格：大人 ４，０００円  

子供（３歳～１２歳）３，５００円 

 

※１ドリンク付き・税込 
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リゾートの景色も一緒に楽しむ プールサイド BBQ ディナー 

 

日差しが和らぐ夕刻に、ガーデンプー

ルサイドで楽しむ本格バーベキューデ

ィナーはいかがですか。ジューシーな

ステーキやシーフードなど、こだわり

の食材をシェフが焼き上げてご提供。

琉球民謡ライブと心地よい波の音をバ

ックにお楽しみください。 

 

開催日：８月１日（土）～８月３１日（月）、9月１９日（土） 

時 間：１８：００～２１：００ 

価 格：大人４５００円 子供２０００円 幼児１，０００円 

 

夏の日差しを楽しむ ガーデンプール 

ご宿泊のお客様のみご利用いた

だけるガーデンプールは当リゾ

ート人気のスペース。 

万座毛を見渡せる、モダンな流

れるようなデザインのプールは

リゾート感をいっそう高めます。 

８月中は夜９時まで営業してい

るので、泳ぎながら花火を見る

特別な体験も。 

営業時間：～８月３１日まで ９：００～２１：００ 

      ９月１日から  ９：００～２０：００ 
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思い思いに楽しむリゾート プールサイドカフェ 

ガーデンプールサイドでは、夏季限定でドリンクや

軽食、アイスをご提供いたします。 

冷たいドリンクを片手にゆったりとリゾート気分を

お楽しみください。 

 

販売期間：８月１日（土）～８月２３日（日） 

提供時間：１１：００～１８：００ 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、この季節ならではの特別プランをご用意しました。 

心身のバランスを整え、ハイビスカスのような繊細な美へと導く 

暑さで自律神経が乱れがちな夏。うるもスパ

では心身のバランスをベストな状態へと導く

オイルトリートメント「ハイビスカス」をご

用意しました。身体をしっかりほぐした後に

は 頭や脳の疲れ、眼精疲労を和らげるヘッド

ケアで頭部をほぐし、深いリラックス。一日

中花を咲かせるハイビスカスのエネルギーを

お身体に取り入れ、花言葉のとおり、お肌に

繊細な美をもたらします。トリートメントの後はハイビスカスティーをどうぞ。 
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販売店舗：うるもスパ 

販売期間：８月１日（土）～ 

提供時間：１４：００～２３：００ 

販売価格：ハイビスカス９０分 ２２，０００円 

＊2名様同時予約の場合はスパオリジナルミストを 1本プレゼント。 
 

夕暮のリゾートに映える、夏色カクテル  

開放的な空間が広がるバーでは、国

内外のプレミアムウィスキーや趣向

を凝らしたカクテルが味わえます。

サマーサンセットと共にお楽しみく

ださい。 

販売店舗：WAVY 

提供時間：１７：００～２３：００ 

 

 

 

※写真はイメージです。 

※すべての表示価格に別途消費税とサービス料１３％を加算させていただきます。 

※食材の入荷状況等により、メニューが変更になる場合がございます。 

※状況により、各店舗の営業時間・ご提供内容等が変更になる場合がございます。 

※上記プランのご予約はメール・電話にて承ります。 

Email: info@anaintercontinental-manza.jp TEL 098-966-1211 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/ja/offers/ 

 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/ja/offers/
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感染症に対する当リゾートの取り組みについて 

当リゾートにとって、お客様及び従業員の安心・安全は最優先事項です。営業にあたり、すべて

の清掃に関する基準を再度見直し、より徹底した清掃のガイドライン及びプロセスを採用し、衛

生面を強化いたしております。また、ホテル内では皆様の安全を守るため、政府及び保健当局か

らのガイダンスに従い、ソーシャルディスタンスを保ち営業を行ってまいります。詳細は公式ホ

ームページをご覧ください。 

 

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 400 室、098-966-1211）は国立公園

で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、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、2018年に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 

 

IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて 

IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブラ

ンドのポートフォリオを有する、インターナショナル企業です。 

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, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾ

ーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, voco™, 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, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンド

ルウッド スイーツ  

世界約 100 ヶ国に 5,900 ホテル、884,000 室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約

1,900 軒のホテルが開発中となっています。また、IHG のロイヤリティプログラム、IHG リワーズクラブは、世

http://www.anaintercontinental-manza.jp/
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
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/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/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/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
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界最大級のロイヤリティプログラムで、現在、世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただい

ております。 

  
InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録

されています。現在世界中の IHG ホテル及びコーポレートオフィスには、400,000 人を超える IHG チームメン

バーがおり、日々世界中から集まる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。2019 年 12 月現在、国内 33 ホテル、約 10,000 室を展開しています。その内、9

軒がインターコンチネンタル、19 軒が ANA クラウンプラザ、5 軒がホリデイ・インのブランドの下に運営して

います。また、2020 年 1 月には新規ブランドとしてホテルインディゴ箱根強羅を開業。さらに 2020 年には、

ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん、KIMPTON SHINJUKU TOKYO（キンプトン新宿東京）、

2021年には、ホテルインディゴ犬山有楽苑、2022年にはインターコンチネンタル沖縄美ら SUNリゾートの開業

を予定しております。<2019 年 12 月 31 日現在> 

 
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  

  

http://www.ihgplc.com/index.asp
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/

