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ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 4Ｆ カジュアルダイニング ザ・テラス 

ランチ＆デザートブッフェ“Happy Yellow Hunt”を開催（6/26～8/29 土日祝限定） 

幸せを呼ぶ黄色いスイーツと絶品セイボリーが大集合！おいしいスマイルで、笑顔の夏を 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区) の 4 階カジュアルダイニング ザ・テラスでは、

2021 年 6 月 26 日～8 月 29 日の土・日・祝日（ 8月 7日～15日は毎日開催）に、「ランチ＆デザ

ートブッフェ “Happy Yellow Hunt”」を開催。料金は、大人￥4,500、お子様（4歳～12歳） ￥2,250、 

3歳以下は無料で、正午より午後 3時まで実施します。 

 

明るく元気な印象の黄色をテーマカラーにした今回のランチ＆テザートブッフェ。レモンやマンゴー、

パイナップルなど、夏にぴったりの爽やかな黄色いフルーツや蜂蜜などを使用したスイーツはもちろ

ん、ボリューム満点のセイボリーもラインアップ。スイーツや会場内に飾られているスマイルマークを

見つければ思わず笑顔に。安全・衛生面を徹底した店内で、笑顔あふれる、楽しい夏のひとときをお

過ごしいただけます。 

 

パティシエ自慢の発酵バター香る「ミルフィーユ」、冷たいフルーツをコクのある卵黄のソースで味

わう「フルーツサバイヨン」、お好みの蜂蜜と味わう「蜂蜜レアチーズ」は、出来立てならではの食

感を存分にお楽しみいただけるライブスタイルで。パイナップルの器に涼しげに盛り付けたゼリー

や蜂蜜を使った 3 種のチョコレートトリュフ、イエローフルーツを使ったケーキ、シュークリーム、イ

エローチョコレートファウンテンなど、約 20 種のスイーツが並びます。 

 



 

また、シェフ・トイによる「ビーフパネンカレー」やライブキッチンでお届けするラクレットチーズ、や

わらかくしっとり仕上げた「低温調理ポーク ローズマリーとゴールデンレーズンのソース」、「トリ

ュフ香る玉子サンド」など、個性豊かなセイボリー（軽食）もご用意しています。 

 

おいしいスマイルやお気に入りのスイーツの写真を「#ハッピーイエローハント」をつけて Instagram

に投稿いただくと、毎月 1 名様に ANA クラウンプラザホテル神戸のデラックスツイン(1 室 2 名様・

朝食付)宿泊券をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。 

 

IHG クリーンプロミスを導入し、より衛生基準を強化した安心・安全な空間で、ご家族・ご友人ととも

に、幸せを呼ぶ黄色いスイーツ＆絶品セイボリーを存分にお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

セイボリーメニュー              ウェルカムスイーツ                  ミルフィーユ 

 

 

 

 

 

 

       フルーツサバイヨン               蜂蜜レアチーズ                 パイナップルゼリー 

 

 

 

 

 

 

 ビーフパネンカレー 

 

 

IHG Clean Promise（IHG クリーンプロミス） 

従来 IHGで定めている清掃基準「IHG Way of Clean（IHG ウェイオブクリーン）」に加え

て、専門家の協力をもとに新型コロナウィルスに対応する手順とベストプラクティスを

取り入れた衛生管理強化の取り組み。医療機関と同レベルの消毒剤を使用したディ

ープクリーニングを始め、チェックイン時の接触減少や消毒ステーションの設置など、

ホテルの各エリアにて、より一層強化した衛生管理を実施することで、お客様のご滞

在中の安全と健康をサポートします。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/ 

 

 

低温調理ポーク ローズマリーと 

ゴールデンレーズンのソース 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/


 

ランチ＆デザートブッフェ “Happy Yellow Hunt”  

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 

期間： 2021 年 6 月 26 日(土)～8 月 29 日(日)の土・日・祝日 ※8月 7日(土)～15日(日)は毎日開催 

時間： 12:00pm～3:00ｐｍ 

料金： 大人￥4,500、お子様（4歳～12歳） ￥2,250、3歳以下は無料 

 

メニュー 

■ウェルカムスイーツ  

■ライブスイーツ フルーツサバイヨン／ミルフィーユ／蜂蜜レアチーズ 

■スイーツメニュー 

パイナップルゼリー／パッションオレンジゼリー／アセロラマンゴープリン／杏仁豆腐／シトラスサングリア／

チョコレートトリュフ／ショートケーキ／ショコラソレイユ／パウンドケーキ／パンプルムース／ロールケーキ／

パブローヴァ／マカロン／シュークリーム／クッキー／アイス ／ソルベ／イエローチョコレートファウンテン 

■セイボリー（軽食） 

サラダコーナー／メカジキのレフォールマリネ ドライトマトと空豆のタブレ／小エビの黄ニラと山椒のマヨネ

ーズソース／穴子のココット寿司／トリュフ香る玉子サンド／雲丹のクリームパスタ／カボチャとトマトのポタ

ージュスープ／ビーフパネンカレー イエロージャスミンライス／ラクレットチーズ／アジ ジンジャーレモンソ

ース／低温調理ポーク ローズマリーとゴールデンレーズンのソース 

 

※食材は季節により異なります。 

※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。  

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、事前にお申し出ください。 ※写真はイメージです。 

 

Instagram 投稿キャンペーン 

「ランチ＆デザートブッフェ  “Happy  Ye l l ow  Hun t ”」にご来場いただき、お写真 を撮 って、

ハッシュタグ「#ハッピーイエローハント」を付けて Instagram に投稿いただくと、毎月 1 名様

に ANA クラウンプラザホテル神戸のデラックスツイン (1 室 2 名様・朝食付 )宿泊券

をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。  

■応募期間 

2021 年 6 月 26 日(土)～8 月 31 日(火) 

■応募方法 

1、「ランチ＆デザートブッフェ “Happy Yellow Hunt”」にご来場いただき写真を撮影して、ハッシュタグ「#ハッ

ピーイエローハント」をつけてご自身の Instagramに投稿。 

2、ANA クラウンプラザホテル神戸の Instagramアカウント「@anacrowneplaza_kobe」をフォロー。 

当選された方にはホテル公式アカウント「@anacrowneplaza_kobe」よりダイレクトメッセージにてお知らせいた

します。利用規約などの詳細は、ホテルウェブサイトにて。 

 

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 078-291-1163 

 

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 栄喜 

Tel:  078 291 1155 Fax: 078 291 1153 

marcom_ext.osakb@ihg.com 

 

https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/topics/happy-yellow-hunt/
mailto:marcom_ext.osakb@ihg.com


 

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、世界で最大級のプレミアムホテルブランドで、ビジネスとレジャーのバランスをフ

レキシブルにとれるステータスある滞在をご提供しています。ビジネスはもちろん、レジャーでご利用の際も、日常のル

ーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスに加え、WIFI常時接続のご提供などエネルギッシ

ュに効率良く生産性を高められるようサポートいたします。また、客室でのスリープアドバンテージ®プログラムのほか、

24 時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した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続けています。 

詳細は、ブランド公式サイト www.crowneplaza.com, その他 SNS サイト https://www.facebook.com/Crowne.Plaza, 

www.twitter.com/crowneplaza, www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。 

 

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 16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 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。 

 

 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 

 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,キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, 

 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 350,000 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。2021年 3月現在、5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、ホテルインディゴ）、37ホテル、約 10,000室を展開しています。 

今後も ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート、ANAクラウンプラザリゾート安比高原、ANAホリデイ・インリゾー

ト安比高原、ホテルインディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ軽井沢、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、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。 

 

詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。 

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/
https://www.facebook.com/Crowne.Plaza
http://www.twitter.com/crowneplaza
https://www.instagram.com/crowneplaza
https://www.ihgplc.com/en/about-us
http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
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/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/

