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ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 10 階 ガーデンテラス
「サマーピクニックビアガーデン 2017」（6/29～9/17）を開催
六甲山からの爽快な風が吹くオープンエアのロケーション
今年初「ピクニックバスケットセット」でアーバンピクニック気分を満喫！

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、6 月 29 日（木）
から 9 月 17 日（日）の期間、「サマーピクニックビアガーデン 2017」（会場：10 階ガーデンテラス）を
開催いたします。
神戸市街地を一望する山の手で、六甲山からの心地よい風を感じながら、ビールやお料理が楽しめる
夏恒例のビアガーデン。8 回目となる今年は、好評の備長炭で焼くバーベキューにくわえ、「ピクニック
バスケットセット」メニューが新登場します。
このほど新たに加わった「ピクニックバスケットセット」は、少しずついろいろ味わえる、見た目もオシャレな
女性向けのメニューを充実させたい、との思いから考案。キャニスターに盛り付けられた 14 種類の
メニューをバスケットに詰めて提供します。スモークチキンとチェダーチーズのピタパンサンドや自家製
パテ・ド・カンパーニュ、豚スペアリブから、マカロン、マンゴープリンといったデザートまで、ビールや
ワインにぴったりなホテルメイドのメニューがラインアップ。女子会やデート使いにも最適です。
入場料は、フリードリンク付きで 2,600 円。フリードリンクとお料理がセットになった、「ピクニックバスケット
セットプラン」は前売り 6,000 円、「バーベキューセットプラン」は前売り 7,500 円と 9,000 円、アラカルト
メニューは 500 円～ご用意。40 種以上のドリンクとともに、お好みの料理をお楽しみいただけます。
また、人気の「ベリーダンスショー」や「フランダンスショー」などのイベントや、ドリンクメニューがさらに
充実するサービスデーなどもご用意。
神戸の中心地・三宮から地下鉄で約 2 分の好アクセス。お仕事終わりの一杯に、女子会やご家族で
過ごす夏の一日に、ぜひご利用ください。

サマーピクニックビアガーデン 2017
期 間 ：2017 年 6 月 29 日（木) ～9 月 17 日（日） ※8 月 5 日（土）は除く。
時 間 ：月～金 6:00pm～9:30pm 土・日・祝 5:00pm～8:30pm （ラストオーダーは各営業時間終了の 30 分前）
会 場 ：10 階 ガーデンテラス
料 金 ：入場料 2,600 円（フリードリンク〔2 時間制〕・サービス料・税金込）
※未成年の方は 1,600 円（ソフトドリンクをご提供）、未就学児童は入場無料。
フリードリンク付きの 500 円お得な前売券好評発売中！
・ピクニックバスケットセットプラン

6,000 円

・スタンダードバーベキューセットプラン 7,500 円
・プレミアムバーベキューセットプラン

9,000 円

※いずれも、お料理、フリードリンク（2 時間制）、サービス料、税金を含むおひとり様料金です。
※当日料金は各 500 円アップ。 ※前売券は、ご来場前日までにお買い求めください。
※前売券購入後のキャンセルはできませんので、あらかじめご了承ください。
・当日 2:00pm の時点で雨天・強風が予想される場合は営業を中止とさせていただきます。
・貸切営業や混雑の可能性がございますので、ご利用の際は事前予約をおすすめいたします。

＜ピクニックバスケットセットプラン イメージ＞

＜バーベキューセットプラン イメージ＞

【メニュー例】
■ピクニックバスケットセット ￥4,000
スモークチキンとチェダーチーズのピタパンサンド／ロースハム／チョリソーサラミ／オリーブマリネ／
自家製パテ・ド・カンパーニュ／ピクルス／冷製ユーリンチーとブロッコリーのピンチョス／彩りサラダ／
冷製エビマヨ／豚スペアリブ／ポテトチップス／マカロン／フィナンシェ／マンゴープリン アセロラゼリー
■スタンダードバーベキューセット ￥5,500
牛ロース肉（90g）／牛カルビ肉（60g）／豚トロ（50g）／ロングソーセージ／ヤリイカ串／帆立貝柱とアボカド
ジェノバソース／野菜 3 種盛り合わせ（玉ねぎ、ししとう、コーン）／焼きおにぎり／枝豆／自家製タレ
■プレミアムバーベキューセット ￥7,000
生ハムと夏野菜のバリエーション バーニャフレイダ／兵庫県産はりま牛ロース肉（80g）／黒毛和牛肩バラ肉の
焼きしゃぶ（50g）／ホエー豚バラ肉のスライス 山椒風味（50g）／鶏もも肉の韓国風（50g）／鶏ささみの
コンフィ／エゾアワビ 大葉バター醤油／有頭海老／焼きおにぎり／自家製タレ
■アラカルトメニュー（全 20 品）
ソーセージのカレーソテー ￥500、自家製パテ・ド・カンパーニュ ￥1,000、グリーンカレーとパクチーの
自家製ナンのピザ ￥1,000、マンゴーアイスクリーム ￥500 など

【フリードリンクメニュー】
■アルコール
生ビール Asahi Super Dry／黒ビール Asahi Super Dry “DRY BLACK”／ノンアルコールビール Asahi
DRY ZERO／ウィスキー／グラスワイン（白・赤）／焼酎（芋・麦）／カクテル 30 種以上（ジン、ウォッカ、カシ
ス、巨峰、梅、林檎、ライチ、桃、杏、マンゴーなど）
■ソフトドリンク
オレンジジュース／グレープフルーツジュース／パイナップルジュース／アップルジュース／コカ・コーラ／
ジンジャーエール／カルピス／ウーロン茶
【ドリンクオプションメニュー】
シャンパン（ボトル） ￥10,000／スパークリングワイン（ボトル） ￥4,000／ワイン 赤・白（ボトル） ￥4,000／
日本酒 ￥1,000
【イベントデー】
■ベリーダンスショー：7 月 1 日・15 日・29 日、8 月 19 日、9 月 2 日・16 日
ステイジー

■STAYG ライブ：7 月 5 日・19 日、8 月 9 日・23 日
カ ナ ロ ア

■Kanaloa フラダンスショー：8 月 1 日・22 日・29 日

＜Kanaloa フラダンスショー＞

＜ベリーダンスショー＞

【サービスデー】 ※特典対象は大人のみとさせていただきます。
■レディースデー（月・火曜日）：女性はフリードリンクメニューに加え、生搾りチューハイとボトルワイン
（赤・白）が飲み放題
■プレミアムデー（木 曜 日 ）：ビール、ウィスキーがプレミアムにアップグレード！ スパークリングワイン、
ハイボールも飲み放題
■ファミリーデー（土・日曜日）：大人 1 名につき未成年の方 1 名フリードリンク無料

※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。

ご予約・お問い合わせ イベント係 0120-75-4160

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 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
ANA クラウンプラザホテルは、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンが運営する、ANA 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、国内のネットワークを拡大しています。2017 年 10 月 1 日には、ANA クラウンプラザホテル米子が
新たに誕生する予定です。
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（IHG）が運営する、上質な施設とサービスを兼ね備えた高級ホテルブランドの 1 つです。現在、
世界約 60 カ国以上で約 400 ホテルが運営され、さらに 90 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 / 阿曽
Tel: 078 291 1155 Fax: 078 291 1153
pr@anacrowneplaza-kobe.jp

