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ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

オンラインで購入・配送できるホテルメイドのバレンタインギフトが登場 

 

 
 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区、総支配人：マーリック・ヴァン・ダイバンボーデ)では、

2021 年  2 月 14 日まで、華やかなバレンタイン向け商品を販売しています。外出自粛によって、

購入に出かけたり、直接手渡ししたりすることが叶わない今だからこそ、本年はオンラインでの  

販売、配送も実施いたします。 

 

チョコレートでできたハートの中にショコラを詰めた「ハートボム」や、一口大サイズのカラフルなマカロン

にたっぷりのクリームを絞った「プランピーマカロン」、スティックタイプで食べやすくしっとりとした甘さが

魅力の「パウンドケーキ」、ナッツやドライフルーツをトッピングした「マンディアン」など、パティシエ    

こだわりの華やかなスイーツを多彩にラインナップ。 

 

4 階 カジュアルダイニング ザ・テラス店頭での販売の他、ホテルホームページのオンラインショッ

ピングサイトでのご購入で、全国配送も可能 (沖縄、一部離島を除く)。配送日は 2 月 1 日～14 日

からお選びいただけます。 

自分へのご褒美としてご自宅への配送はもちろん、直接お渡しできないお相手に想いをのせて 

ホテルオリジナルの「バレンタインギフト」を贈ってみてはいかがでしょうか。 



 

「バレンタインギフト」販売について 
販売場所： ANAクラウンプラザホテル神戸 4階 カジュアルダイニング ザ・テラス 
販売期間： 2021年1月22日(金)～2月14日(日)  
販売時間： 10:00am～8:00ｐｍ 
※ホテルホームページのオンラインショッピングサイトでも承ります。 

ご予約･お問い合わせ 4F カジュアルダイニング ザ・テラス Tel 078-291-1121（代） 

・ハートボム ※要冷蔵 ￥2,800 
ダークチョコレートで作ったハート型 BOX に、「柚子ほうじ玄米茶」、   
「ピーカンナッツプラリネ」、「ブランデー」、「林檎」、「イチゴヨーグルト」
の 5 種類のチョコレートをセット。 

 
※上記の 5 種類のチョコレートは、個数を選べる箱入りの「チョコレート
ボックス」 (3 個入 ￥1,200、5 個入 ￥2,000)でもご用意しています。 
 

・シャンパントリュフ ※要冷蔵 ￥800 
シャンパンを贅沢に使い、ひとつひとつ丁寧に仕上げた香り豊かな 
トリュフ。 

 
 
 
 
 

・プランピーマカロン ※要冷蔵 ￥600 
・プランピーマカロン (3 個入) ※要冷蔵 ￥1,800 
2 種類のバタークリームをサンドした、4 つのマカロン。「ラズベリー」、
「トロピカル」、「ピスタチオ」、「ティラミス」よりお選びいただけます。 
※オンラインショッピングサイトでの販売はございません。 

 
 
 

・パウンドケーキ (5cm x 20cm) 1 個      ￥1,500 
・パウンドケーキ (4cm x 13cm) 4 個セット ￥3,200 

素材の香りや風味を生かした、しっとりとした食感のパウンドケーキ。
スティック大のサイズで食べやすく、男性にも喜ばれる食べ応えのあ
る商品です。「ストロベリー、」「レモン」、「チョコレート」、「フルーツ」
の 4 種類をご用意しています。 

 
 

・マンディアン (6 枚入)  ※要冷蔵 ￥800 
・マンディアン (12 枚入) ※要冷蔵 ￥1,600 
3 種類（ビター、ミルク、ホワイト）のチョコレートをベースに、ナッツや 
ドライフルーツ、シリアルチョコレート＆イチゴを華やかにトッピング。 

 
 
 

 
本件に関するお問い合わせ先： 
ANA クラウンプラザホテル神戸 
広報  阪本 / 栄喜 
Tel:  078 291 1155 Fax: 078 291 1153 
pr@anacrowneplaza-kobe.jp 

 

https://anacrowneplaza-kobe.easy-myshop.jp/c-item-list?category_id=36&parent_category_id=3
mailto:pr@anacrowneplaza-kobe.jp


 

ANA クラウンプラザホテル神戸について 

ANA クラウンプラザホテル神戸は、新幹線の新神戸駅に隣接する 37 階の高層ホテルで、神戸のランドマークホテルと

して知られています。便利なロケーションのみならず、立食パーティーで最大 2,500 名を収容する宴会場など、宴会や

ウェディング等の施設も充実しています。 

また、宿泊においては、神戸市内でも最大規模の 592 室の客室を誇ります。さらに 4 フロア 76 室、ホテル最上階に位

置する専用ラウンジからなるクラブフロアでは、ワンランク上のサービスを提供。神戸市で最高層のホテルとして、神戸

の美しい夜景を堪能するスポットとしても知られています。 

2010 年 1 月 20 日、グローバルな高級ホテルブランドのクラウンプラザと ANA ホテルの共同ブランドホテルとして展開

する ANA クラウンプラザホテルのブランドに生まれ変わりました。 

URL：www.anacrowneplaza-kobe.jp 

 

 

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：  

クラウンプラザホテルズ&リゾーツは、世界で最も拡大を続けているブランドの一つです。クラウンプラザ®では、ビジネ

スでの利用がより快適になるよう、コネクティビティやコワーキングスペース、イノベーションルームなど、ご出張やビジ

ネスでのご利用時に効率性やプロダクティビティをサポートします。また、設備の整った客室に、クラウンプラザの特徴

であるスリープアドバンテージ®プログラムを採用し、24 時間フィットネス、ヘルシーフードオプションなどをご用意し、快

適な宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 19都市（釧路、千歳、

札幌、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、宇部、福岡、長崎、熊本）で、

5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大していきます。  

www.crowneplaza.com,  

www.anacrowneplaza.com   

 

 

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 ヶ国に約 6,000 ホテル、890,000 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。2020 年 9 月現在、国内 35 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、6 軒がホリデイ・イン、1 軒がホテルインディゴブランドの下に運営しています。ま

た、2020 年 10 月には新規ブランドとしてキンプトン新宿東京、同じくホリデイ・イン&スイーツ新大阪を開業しました。

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。  

<展開数は、2020 年 9 月 30 日現在のものとなっています>  

  

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   

http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/
http://www.crowneplaza.com/
http://www.anacrowneplaza.com/
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/crowneplaza/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/holidayinnclubvacations/hotels/us/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
http://www.ihgplc.com/index.asp
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/

