ANA「ダイヤモンドサービス」メンバー限定 選択式特典
IHG・ANA・ホテルズグループ宿泊・お食事コース
ご利用いただけるホテル・レストラン
・券面に以下の記載があるクーポンでご利用いただけるホテル・レストランの一覧になります。
2021 ANA「ダイヤモンドサービス」IHG・ANA・ホテルズグループ 宿泊お食事クーポン
・券面に記載の有効期間にご利用いただけます。
2020年12月16日現在

キンプトン新宿東京※1
■ザ・ジョーンズ カフェ＆バー

■ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ

ANAインターコンチネンタルホテル東京
■カスケイドカフェ
■メインバー「ダビンチ」
■日本料理「雲海」
■ザ・ステーキハウス
■MIXX バー＆ラウンジ
■ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー

■アトリウムラウンジ
■シャンパン・バー
■中国料理「花梨」
■ピエール・ガニェール
■鉄板焼「赤坂」
■すし「乾山」

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル
■イタリアングリル「メロディア」
■鉄板焼「風音」

■中国料理「チャイナシャドー」
■カフェ&バー「リュトモス」

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ ※1
■ファインダイニング「ラ・プロヴァンス」
■イタリアンダイニング「ジリオン」
■鉄板焼「匠」
■ニューヨークラウンジ

■ザ・ショップ N.Y.ラウンジ ブティック
■オールデイダイニング「シェフズ ライブ キッチン」
■ハドソンラウンジ
■レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー「マンハッタン」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル ※1
■中国料理「驊騮（カリュウ）」
■フローティングレストラン「ピア21」
■ショップ「i MARINA（アイ マリーナ）」ホームメイドのパン・ケーキ

■フランス料理「アジュール」
■ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」
■ラウンジ＆バー「マリンブルー」

インターコンチネンタルホテル横浜Pier 8 ※1
■レストラン＆バー「Larboard」

■鮨処「かたばみ」

インターコンチネンタルホテル大阪 ※1
■パティスリー「STRESSED（ストレス）」
■バー「adee（アディ）」
■フレンチレストラン「Pierre(ピエール）」

■ラウンジ「3-60（スリーシクスティ）」
■「NOKA Roast & Grill（ノカ ロースト＆グリル）」

ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ
■アトリエ
■ザ・バー
■アクア

■エレメンツ
■ザ・ラウンジ

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
■「アクアベル」オールデイダイニング
■「オーキッド」琉球料理
■サルヴァトーレクオモ & バール 万座ビーチ
■バーウェイビー
■ビーチパーラー

■「雲海」日本料理
■The Oriental Grill by Karin
■ちゃんぷる ビーチ居酒屋
■オーシャンカフェ

ANAインターコンチネンタル石垣リゾート
■サルティーダ
■バーベキュースタイル レストラン「ファイヤーサイドテラス」
■日本料理「八重山」
■鉄板焼「於茂登」

■オールデイダイニング「サンコーストカフェ」
■中国料理「チャイナシャドー」
■寿司「石垣」

■トロピックス ラウンジ＆バー

ホテルインディゴ箱根強羅 ※1
■リバーサイドキッチン＆バー

ANAクラウンプラザホテル釧路
■メインダイニング「デルナード」
■鉄板焼「藤」

■京料理「雲海」
■トップラウンジ「ビギンズ」

■ケーキショップ
ANAクラウンプラザホテル札幌
■鉄板焼「石狩」
■オールデイダイニング メム
■和食處「雲海」

■スカイラウンジ「サッポロビュー」
■カフェ ミナモ
■寿司処「清平」

ANAクラウンプラザホテル千歳
■オールデイダイニング「ハスカップ ザ・ガーデン」
■寿司・海鮮焼「藤花」
■バーラウンジ「アストラル」

■炉端焼レストラン「志古津」
■ゴルフ ダーツ ビリヤード「ザ・パーク バー」

ANAクラウンプラザホテル新潟
■スカイバー「リオンドール」
■オールデイダイニング「シーズンカフェ」
■割烹「萬代」

■中国料理「天壇」
■和食ダイニング「蔵」

ANAクラウンプラザホテル富山
■日本料理「雲海」
■スカイバー「アストラル」

■鉄板焼「雲海」
■コーヒー＆レストラン「カフェ・イン・ザ・パーク」

ANAクラウンプラザホテル金沢
■カスケイド ダイニング
■日本料理「雲海」
■鉄板焼「加賀」

■カスケイド ラウンジ
■中国料理「花梨」
■ スカイバー「ラ・ブリエ」

■ペストリーショップ
ANAクラウンプラザホテル成田
■レストランカフェ「セレース」
■鉄板焼「菜里多」

■スカイダイニング「彩風」

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
■スカイレストラン「スターゲイト」
■中国料理「花梨」
■カジュアルダイニング「ガーデンコート」
■すし「乾山」

■バー「スターゲイト」
■京料理「たん熊 北店」
■ロビーラウンジ
■ペストリーコーナー

ANAクラウンプラザホテル京都
■日本料理「雲海」
■カフェレストラン「コージー」
■バー「キャッスルゲート」
■鉄板焼「二条」

■天ぷら「花門」
■ティー＆カクテル「コトラウンジ」
■四川料理「蜀江」
■フランス料理「ローズルーム」

ANAクラウンプラザホテル大阪
■ザ・ライブラリーバー
■中国料理「花梨」
■LOBBY LOUNGE
■DELICA SHOP
■串揚げ「春夏秋冬」

■CAFÉ IN THE PARK
■鉄板焼「堂島」
■京料理「たん熊 北店」
■レストラン「メゾン タテル ヨシノ」

ANAクラウンプラザホテル神戸
■レストラン＆バー「Level 36」
■鉄板焼「北野」
■ティーラウンジ「ザ・ラウンジ」
■日本料理「神戸なだ万」
■寿司割烹「尽」

■中国レストラン「蘇州」
■カジュアルダイニング「ザ・テラス」
■メインバー「ザ・バー」
■京料理「たん熊 北店」

ANAクラウンプラザホテル岡山
■カジュアルダイニング「ウルバーノ」
■スカイバー＆ラウンジ「洊（SEN）」

■和食ダイニング「廚“洊”（KURIYA-SEN）」

ANAクラウンプラザホテル米子
■日本料理「雲海」
■ロビーラウンジ「アトリウムラウンジ」

■レストラン「カフェ・イン・ザ・パーク」

ANAクラウンプラザホテル広島
■オールデイダイニング「フリュティエ」
■日本料理「雲海」
■ヨーロピアンコンチネンタル「ル・プラティーヌ」

■「ザ・ラウンジ」
■中国料理「桃李」
■鉄板焼「愛宕」

ANAクラウンプラザホテル宇部
■日本料理「雲海」
■バーラウンジ「ワンファイブ」

■レストラン「サルビア」
■鉄板焼「相生」

ANAクラウンプラザホテル松山
■ロビー「ティーラウンジ」
■中国料理「桃園」
■プロヴァンス バー

■日本料理「雲海」
■プロヴァンス ダイニング

ANAクラウンプラザホテル福岡
■日本料理「筑紫野」
■中国料理「TAO-LI」
■オールデイダイニング「クラウンカフェ」

■炭火焼カウンター「山笠」
■MEZZANINE BAR
■ロビーラウンジ

■パティスリーブティック「トロワ」
ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
■レストラン「パヴェ」
■ラウンジ「トレビ」

■和食・中華「潤慶」
■ダイニング「ラ・ベルヴュー」

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
■レストラン「サンシエロ」
■バーラウンジ「フェリーチェ」

■日本料理「光琳」

ANAホリデイ・イン札幌すすきの
■オールデイダイニング「ヴェルデ」
ANAホリデイ・イン仙台
■レストラン「シェフズテーブル」
ANAホリデイ・イン金沢スカイ
■オールデイ・ダイニング「KENROKU」
■ロビーラウンジ 「ル・シエル」

■四川料理「鳳凰」

ホリデイ・イン&スイーツ新大阪
■オールデイダイニング「カフェハイ︕」

ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん
■「ボタニカ」レストラン

■「エデン」カフェ＆バー

ANAホリデイ・インリゾート宮崎
■メインダイニングキッチン&ホール「ラグーンテラス」
■和食処 旬魚「日向雫」

■中国料理「龍王」
■カフェ＆バー「リップル」

※1 キンプトン 新宿東京、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ、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ホテル横浜Pier 8、ホテル インディゴ箱根強羅 およびインターコンチネンタルホテル大阪、ホリデイ・イン&スイーツ新大阪
は、ANA会員割引対象外になります。
※なお、上記ご利用いただけるホテル・レストランにつきましては変更、提携終了する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※季節営業のレストラン・バーなどご利用いただけない場合がありますので、ご利用の際は各ホテルに
ご確認ください。

