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ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
ゴールデンウィーク期間、
ご家族やご友人とのおでかけに最適なスペシャルメニューを販売！
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区、総支配人：トーマス・マイヤーホーファー)では、2016 年
4 月 29 日（祝）から 5 月 8 日（日）のゴールデンウィーク期間、ご家族 3 世代でのおでかけに最適な
ランチやディナーを販売いたします。
高層階からの眺望ととも食事が楽しめる 36 階レストラン＆バーLevel 36 では、ブイヨンに赤ワインを
加えて贅沢に仕上げた洋風しゃぶしゃぶ「神戸ワイン しゃぶしゃぶコース」が初登場。34 階中国
レストラン「蘇州」では、好評のオーダーランチバイキングに北京ダックや上海蟹みそ入り小龍包など、
ゴールデンウィーク限定のメニューが加わり、グレードアップした内容でお届けいたします。
また、世界に冠たるブランド牛・神戸ビーフと国産牛の食べ比べが楽しめる鉄板焼や、お客様の
目の前で仕上げるライブ感とともに、作り立てのマグロメニューが味わえるブッフェのほか、全 4 皿
のスイーツをコース仕 立てでご提 供するデザートコース、兵 庫 の食 材 を使 ったメニュー3 種に、
地 元 の 銘 酒 を合 わ せ たお得 な「 兵 庫 県 地 産 地 消 セッ ト 」 など が 登 場 。 多 彩 なライ ン ア ッ プ
よ り シチュエーションにあわせてお選 びいただけます。
神戸の中心地“三宮”より地下鉄で約 2 分、新神戸駅直結のアクセス便利な神戸のランドマーク
ホテルで、ご家族・ご友人と思い出に残るゴールデンウィークをお過ごしください。

【ゴールデンウィーク オーダーランチバイキング イメージ】

【ゴールデンウィーク ファミリーブッフェ イメージ】

36F レストラン＆バー Level 36
「神戸ワイン しゃぶしゃぶコース」
期 間： 4/29（祝）～5/8（日）
および 5 月の土・日
時 間： 5:30pm～9:00pm（L.O. 8:45pm）
料 金： おひとり様 \7,500
一面の大きな窓の外に煌めく神戸の夜景が広がる Level 36
では、ブイヨンに赤 ワインを加 えて贅 沢 に仕 上 げた洋 風
しゃぶしゃぶ「神戸ワイン しゃぶしゃぶコース」が新登場。
■コース内容
前菜

サーモンのカルパッチョ、いくら、赤玉ねぎのピクルス、クリスピーケイパー、柑橘オリーブ
オイル、マイクログリーン
メイン料理 神戸ワインしゃぶしゃぶ 和牛（120g）、ねぎ、ホワイトアスパラガス、ズッキーニ、椎茸、
えのきだけ、ほうれん草、豆腐、トーストした大麦
3 種のソース スパイシーカシューナッツ、オリーブとドライトマト、レモンとパセリ
※プラス\5,000 で、和牛（120g）から神戸ビーフ（60g）と和牛（60g）の食べ比べにご変更
いただけます。
デザート
抹茶ガナッシュ、炭レディフィンガー、小豆アイスクリーム
コーヒー または 紅茶

ご予約・お問い合わせ 36F レストラン＆バー Level 36 Tel 078-291-1133
営業時間 11:30am～2:30pm（L.O. 2:15pm） 5:30pm～11:00pm（L.O. 10:45pm)

34F 中国レストラン 蘇州
「ゴールデンウィーク オーダーランチバイキング 【90 分制】」
期 間： 4/29（祝）～5/8（日）
時 間： 11:30am～2:30pm
料 金： 大人 \4,000、シニア（65 歳以上） \3,200
※お子様（6 歳～12 歳）は、大人料金の半額
※「Kids Eat Free」 5 歳以下のお子様は無料
遥か大阪湾までを望む眺望とともに、本格的な中国料理が
楽しめる蘇州では、大好評のオーダーランチバイキングを
連日開催。北京ダックなどゴールデンウィーク限定メニュー
も登場し、グレードアップした内容でご提供いたします。
■メニュー一例
ゴールデンウィーク限定メニュー（北京ダック、上海蟹みそ入り小龍包、餡かけ揚げそば、パンダまん、
ブタまん）、自家製チャーシュー、海老蒸し餃子、酢豚、海老チリソース、ココナッツミルクの揚げもの、
鶏の唐揚げ、焼き飯、マンゴープリンなど約 60 種。
ご予約・お問い合わせ 34F 中国レストラン 蘇州 Tel 078-291-1122
営業時間 11:30am～2:30pm（L.O. 2:15pm） 5:30pm～9:00pm（L.O. 8:45pm)

5F 鉄板焼 北野
「神戸ビーフ テイスティングランチ」
期 間： 4/29（祝）～5/8（日）
時 間： 11:30am～2:30pm（L.O. 2:15pm）
料 金： おひとり様 \10,000
世界に冠たるブランド牛・神戸ビーフロースステーキ（30g）と、
国産牛ヒレステーキ（60g）の食べ比べがお得に楽しめる
スペシャルコースをご用意。
※神戸ビーフ テイスティングディナー（\17,000）もご用意
しております。
■コース内容
前菜、彩り野菜のサラダ、神戸ビーフロースステーキ（30g）（神戸肉流通推進協議会推奨）、
国産牛ヒレステーキ（60g）、焼野菜、御飯、赤だし、香の物、デザート、コーヒー または 紅茶
ご予約・お問い合わせ 5F 鉄板焼 北野 Tel 078-291-1129
営業時間 11:30am～2:30pm（L.O. 2:15pm） 5:30pm～9:00pm（L.O. 8:45pm)

4F カジュアルダイニング ザ・テラス
「ゴールデンウィーク ファミリーブッフェ」
期 間： 4/29（祝）～5/8（日）
ランチブッフェ
11:30am～3:00pm（L.O. 2:45pm）
大人 \3,800、シニア（65 歳以上） \3,300
ディナーブッフェ 5:00pm～9:30pm（L.O. 9:15pm）
大人 \4,800、シニア（65 歳以上） \4,100
※お子様（6 歳～12 歳）は、大人料金の半額
※「Kids Eat Free」 5 歳以下のお子様は無料
多彩なマグロメニューが期間限定で登場。お客様の目の前
で仕上げるライブ感とともに、作りたての味をお届けします。
■メニュー一例
マグロメニュー（にぎり寿司、カルパッチョ、ステーキなど）、ローストビーフ（ディナーブッフェのみ）、
神戸ポークのロースト（ランチブッフェのみ）、兵庫県産野菜のメニュー（ポトフ、スムージーなど）、
イチゴのレアチーズケーキ、ヨーグルトのムース、巨大モンブランなど約 70 種。
■バルーンパフォーマンス
バルーンアーティスト“シュッシュ”が大好評のバルーンアートを披露。お子様にはバルーンをプレゼント。
ランチタイム／12:00pm～12:45pm 2:00pm～2:45pm ディナータイム／6:00pm～6:45pm 8:00pm～8:45pm
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
営業時間 <平日>6:00am～11:00am（L.O. 11:00am） 11:00am～2:30(L.O. 2:15pm) 5:30pm～10:00pm（L.O. 9:45pm)
<土日祝>6:00am～11:00am（L.O. 11:00am） 11:00am～10:00pm（L.O. 9:45pm)

4F メインバー ザ・バー
「兵庫県地産地消セット」
期 間： 4/29（祝）～5/8（日）
時 間： 5:00pm～11:00pm（L.O. 11：00pm）
料 金： おひとり様 \3,500
明石ダコの炙りや神戸ポークのローストなど、兵庫の食材を
使った料理 3 種に、地元の銘酒を合わせたお得なセット。
■セット内容
明石ダコの炙り 淡 路藻 塩 添え、神 戸ポークのロースト
兵庫県産野菜添え 温製サラダ仕立て、兵庫県産プティフルーツ、
ホワイトオーク シングルモルト「あかし」 または 特別純米酒 「実楽山田錦」
ご予約・お問い合わせ 4F メインバー ザ・バー Tel 078-291-1272
営業時間 ＜平日＞ 5:00pm～0:30am（L.O. 0:15am） ＜土日祝＞ 2:00pm～0:30am（L.O. 0:15am）

4F ティーラウンジ ザ・ラウンジ
「“スイート” デザートコース」
期 間： 5/7（土）・5/8（日）
時 間： 1 部／11:00am～1:00pm 2 部／2:00pm～4:00pm
料 金： おひとり様 \4,000 （1 日 20 食限定・予約制）
ピンクペッパーをアクセントに加えたフルーツのカルパッチョ
や、焼きたてのチョコレートスフレなど、全 4 皿のスイーツを
コース仕立てでご提供。ドリンクは、ティーマスター厳選の
ロンネフェルトティーなど、リストの中からお好きなものを
お好きなだけご注文いただけます。
■コース内容
ウエルカムドリンク
フルーツカルパッチョ、トリュフマスカルポーネ、はちみつビスケット
マンゴースープ、黒コショウのシロップ
チョコレートスフレ、ラズベリーアイスクリーム
デザートトリオ （抹茶スポンジ・小豆コンポート、パッションフルーツマカロン、コーヒーブリュレ）
■ドリンクリスト
コーヒー、カフェオーレ、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ、
ロンネフェルトティー（アールグレイ、ダージリン、アッサムなど）
ご予約・お問い合わせ 4F ティーラウンジ ザ・ラウンジ Tel 078-291-1273
営業時間 10:00am～8:00pm（L.O. 7:45pm)

※上記の料金はすべてサービス料・税金込です。 ※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。

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 593 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

ANA クラウンプラザホテルについて
A NA クラウン プラザホテルは、 IHG・A NA・ ホテルズグループジャパンが運 営 する、 A NA ホ テルと
クラウンプラザの共同ブランドホテルとして、現在、日本全国 18 都市（釧路、稚内、千歳、新潟、富山、
金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、宇部、福岡、長崎、熊本、那覇）で、合計 5,000 室
以上を展開し、今後もさらに日本各地にネットワークが広がる予定です。2014 年には ANA クラウンプラザ
ホテル稚内、ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ、2015 年 9 月 1 日には ANA クラウンプラザ
ホテル岡山が誕生しました。
クラウンプラザ ホテルズ＆リゾーツは、世界有数のホテルグループであるインターコンチネンタル ホテルズ
グループが運営する高級ホテルブランドの 1 つです。会議と宿泊を合わせた、ビジネスとレジャー両方の
利用目的に適したハイレベルの快適さや施設、サービスを兼ね備えています。ニューヨーク、ミラノ、ロンドン
をはじめ現在、世界約 65 カ国以上で 403 ホテルが運営され、さらに 84 ホテルが開業準備中です。
URL： www.anacrowneplaza.com

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/大川
Tel: 078 291 1155 Fax: 078 291 8343
pr@anacrowneplaza-kobe.jp

