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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
今年のクリスマスもホテルメイドの贅沢ケーキで

「MANZA クリスマスケーキ コレクション 2022」
11 月 1 日より予約受付開始

 苺たっぷりの正統派ショートケーキをゴージャスに刷新「ノエル・フレー
ズ」
 艶やかな深紅のミラーケーキ「ノエル・ルージュ」
 お土産にも最適！沖縄ならではの材料をセレクト「万座シュトーレン」
 早期予約割引特典あり

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 シャーロッ
ト・ホットマン）では、クリスマスを華やかに演出するホテル特製クリスマスケーキ
「MANZA クリスマスケーキ コレクション 2022」の予約受付を 11 月 1 日（火）より開始い
たします。正統派のストロベリーショートケーキをよりゴージャスにアップデートした「ノ
エル・フレーズ」をはじめ、深紅の艶めきがホリデーシーズンを盛り上げる「ノエル・ルー
ジュ」、ドイツの伝統菓子シュトーレンを万座ならではフレーバーでお届けする 3 種は、選
りすぐりの素材を使い、口どけや風味、食感など細部までこだわった、ペストリーチームが
ひとつひとつ丁寧に創りあげる珠玉のラインナップです。ホテルメイドの贅沢なクリスマス
ケーキで、ご家族や大切な人と一緒にスペシャルなホリデーシーズンをお過ごしください。
「MANZA クリスマスケーキ コレクション 2022」概要
販売場所｜オーシャンカフェ（ホテル 1 階）
予約期間｜ご予約受付 2022 年 11 月 1 日（火）11:00～ウェブおよびお電話にて承ります。
受取期間│「ノエル・フレーズ」、「ノエル・ルージュ」（引渡し日 5 日前までの要予約）

12 月 17 日（土）～12 月 25 日（日）
「万座シュトーレン」（予約可）
12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日）
受取時間｜11：00～20：00
早期予約特典│11 月 15 日（火）までの公式サイトからのご予約で 10％OFF いたします。
ご予約・お問い合せ│公式サイト または 098-966-1211（ホテル代表）
※「ノエル・フレーズ」および「ノエル・ルージュ」はお引渡し日より 5 日前までの要予約です。
※「万座シュトーレン」は期間中、店舗にて予約なしで購入いただけます。数量限定のため、事前予約がおすす
めです。
※いずれも数量限定の販売となり、売切れ次第終了とさせていただきます。

「MANZA クリスマスケーキ コレクション 2022」
ノエル・フレーズ
直径 15cm ￥5,000【限定 80 個】
食卓が一気に華やぐ、みんなが大好きなストロベリー
ショートケーキ。今年は、溢れんばかりの苺をトップ
にあしらい、贅沢なショートケーキに仕上げました。
水分と酸味のバランスがショートケーキに一番合う国
産苺をセレクト。マダガスカル産バニラビーンズを加
え、深みのある味わいと豊かな香りをまとった上品な
甘さの生クリームに、甘酸っぱい苺、ふわふわのスポ
ンジケーキが絶妙に調和します。
ノエル・ルージュ
直径 15cm ￥4,800【限定 60 個】
艶やかな深紅のグラサージュがひときわ目を引くケー
キの中は、フランス産チョコレートを使用したムー
ス、ピスタチオのクリームブリュレ、フランボワーズ
のジュレ、フィヤンティーヌなど 9 層仕立てに。上質な
チョコレートの豊かな風味となめらかな口当たり、サ
クッとした食感、ベリーの酸味が絶妙なバランスの華
やかで味わい深いケーキです。

万座シュトーレン
長さ約 16cm ￥2,800【限定 50 個】
ドライパイナップル、ドライマンゴー、レーズン、ナ
ッツを伊江島産サトウキビで作られたラム酒に漬け込
んだ、香り高く、贅沢な南国らしいシュトーレン。日
を追うごとに熟成され、美味しさが増していきます。
クリスマスを待ちわびながら、または沖縄の思い出を
語りながら、少しづつ切り分けてお楽しみください。
沖縄土産にも最適です。

※すべての表示料金には消費税が含まれます。
※メニュー内容は、仕入れ状況により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※画像はイメージです。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート
マーケティングコミュニケーションズ：徳田、呉屋、石川
TEL： 098-966-1211(代表) Email：pr.manza@ihg.com
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
定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。
https://www.anaintercontinental-manza.jp/

Instagram 公式アカウント https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/
Facebook 公式アカウント https://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 年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅
力を体験できる旅を提供。いずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただ
けます。インターコンチネンタルは、さりげない心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通
した、グローバルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心の
こもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インターコンチネンタ
ル アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特
別なサービスをお届けします。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえ
ない特別な体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。
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 17 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 ワンリワーズは、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。
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, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ,
ホテル インディゴ
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
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 325,000 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。2022 年 3 月現在、6 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、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ）、
44 ホテル、10,000 室超を展開しています。
今後も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 ニュースルームサイト: www.ihgplc.com
IHG のリンクトイン: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG のフェイスブック: https://www.facebook.com/IHGCorporate/
IHG のツイッター: https://twitter.com/IHGCorporate
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

