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報道関係各位
ANA クラウンプラザホテル神戸
〒 650-0002 神戸市中央区北野町 1
078-291-1121㈹

ＡＮＡクラウンプラザホテル神 戸
秋の風物詩“ハロウィン”をテーマにしたイベントやメニューを提供
・ 「 ミ ミ ズ ゼ リ ー 」 や 「 目 玉 の ム ー ス 」 な ど 、 リ ア ル で 美 味 しい メ ニ ュ ー が 勢 ぞ ろ い
・ お 子 様 か ら 大 人 ま で 、 世 代 ご とに 異 な る 楽 しみ 方 を 提 案

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区、総支配人：イアン・イーカーズ）の 4 つのレストラン＆
バーでは、10 月 より“ハロウィン”をテーマにしたイベントやメニューを提供いたします。
4F ティーラウンジ ザ・ラウンジでは、毎月好評のデザートブッフェを“ハロウィン”仕様にし、10/14・15 に
お届 け。「ミミズゼリー」や「目 玉 のムース」、「魔 女の指 」など、味 はもちろん、リアルな見 た目に
こだわった遊び心あふれる品々がそろいます。また、10/14 のディナータイムには初の試みとなる
「ナイトデザートブッフェ」（12 歳以下は入場不可）を開催。通常のデザートブッフェに加え、バーテンダー
が腕をふるうハロウィンカクテルやローストビーフ、パティシエがワゴンサービスでお届けするカボチャの
シュゼットなど、夜限定の贅沢なメニューを味わえます。
ご家族 3 世代でブッフェが楽しめる 4F カジュアルダイニング ザ・テラスでは、開催中の「アラウンド・
ザ・ワールド “世界の収穫祭“ブッフェ」にて、10 月土・日・祝限定で「ハロウィンサービス」を実施。
ジャック・オー・ランタンに見立てたカボチャグラタンや、カボチャの器に入ったブラックカレーなど、
見て食べて楽しいメニューが登場するほか、フェイスペインティング または 仮装をしてお越しいただくと、
12 歳以下のお子様はキャンディを、大人はブラックカクテルをプレゼントいたします。
秋の夜長に“ハロウィン”を愉しみたい、大人向けのワンナイトイベントもご用意。4F メインバー ザ・バーで
毎月好評の「ジャズライブ」（10/17 開催）では、神戸を中心に活躍する北荘桂子のソウルフルな歌声
とともに、ハロウィンカクテルやデザートなどに酔いしれる一夜をお過ごしいただけます。
また、36F レストラン＆バー Level 36 では、大人のためのハロウィンパーティー「Carnevale di Halloween
Dinner」を 10/27 に開催。ハロウィンカラー（オレンジ、黒）をドレスコードに、妖しく彩られた空間で、血
のお風呂をイメージしたビーツのカルパッチョなど、ひと味違うイタリアンをお楽しみいただけます。
幅広い世代の五感を刺激するＡＮＡクラウンプラザホテル神戸の“ハロウィン”。ホテルという非日常
空間での特別なひとときを Instagram で投稿いただくと、食事券が当たるキャンペーンも実施いたします。

◆「ハロウィン プロモーション」 一覧
〔4F ティーラウンジ ザ・ラウンジ〕
・「ハロウィン デザートブッフェ」
日時： 2017 年 10 月 14 日（土）、15 日（日） 1 部／11:00am～12:30pm 2 部／1:00pm～2:30pm
料金： おひとり様 3,500 円（サービス料・税金込）
・「ハロウィンナイト デザートブッフェ」
日時： 2017 年 10 月 14 日（土） 6:00pm～8:00pm
料金： おひとり様 4,500 円（サービス料・税金込）
※12 歳以下のお子様のご入場は、ご遠慮させていただきます。
■メニュー例
・チョコレートミイラタルト、ミミズゼリー、どくろマカロン、目玉のムース、魔女の指、おばけのスイートポテト、
血しぶきショコラ など、約 20 種のデザート、アイスクリーム・シャーベット、パスタ・ピザなどの軽食と、
ロンネフェルトティーをはじめとした多彩なドリンクをご用意。
＜「ハロウィンナイト デザートブッフェ」のみ提 供 ＞
・下記 スイーツのワゴンサービス
・ヘーゼルナッツとエスプレッソのヴェリーヌ
・カボチャのシュゼット シナモンクッキーのアイス添 え
・ローストビーフ
・ハロウィンカクテル「スパイダートルネード」

＜ハロウィンデザートブッフェ＞

＜ヘーゼルナッツとエスプレッソのヴェリーヌ＞

＜カボチャのシュゼット＞

＜ハロウィンカクテル「スパイダートルネード」＞

・「カボチャソースとシナモンアイスクリーム パンケーキセット」（コーヒー または 紅茶付）
提供期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
料金： 1,500 円（サービス料・税金込）
カボチャのほっこりとした優しい甘さとシナモンがベストマッチ。カボチャの種のカリカリ感と、クッキーのサク
サク感がアクセントに。
・カボチャのモンブラン
提供期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
料金： 600 円（サービス料・税金込）
カボチャをたっぷりと使った秋顔のモンブランが登場。中に忍ばせたマロンムースとともに、素材の美味し
さをご堪能ください。
・カボチャのタルト
提供期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
料金： 600 円（サービス料・税金込）
カボチャ入りのタルト生地の上に、甘く炊き上げたカボチャをたっぷりと飾りました。優しい甘味に思わず
ほっこり。
・ハロウィンマカロン
提供期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
料金： 5 個入り 1,500 円（サービス料・税金込）

＜カボチャソースとシナモンアイスクリームパンケーキ＞

＜カボチャのタルト＞

＜カボチャのモンブラン＞

＜ハロウィンマカロン＞

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)

〔4F カジュアルダイニング ザ・テラス〕
・「ハロウィン サービス」
提供期間： 2017 年 10 月の土・日・祝
ランチブッフェ 11:30am～2:30pm ディナーブッフェ 5:30pm～9:30pm
ブッフェ料金（土・日・祝）： ランチ 大人 3,500 円 ディナー 大人 4,500 円 ※サービス料・税金込
※シニア（65 歳以上）は大人料金から 500 円 OFF、お子様（6 歳～12 歳）は大人料金の半額となります。
「丸ごとカボチャグラタン」、「ブラックカレー カボチャの器に入ったカボチャペースト」、「栗・茸・銀杏・カボチャの
ジャンボ焼きリゾット ハロウィン仕立て」といった、ハロウィンにちなんだパンプキンメニュー3 種が登場。
また、フェイスペインティング または 仮装をしてお越しいただくと、12 歳以下のお子様はキャンディを、
大人はブラックカクテルをプレゼント。
・「キッズシェフ」（限定 20 名様）
日時： 2017 年 10 月 29 日（日） 12:00pm～
プログラム：パンプキングラタン
※ザ・テラスのランチブッフェご利用の 12 歳以下のお子様なら、誰でもご参加いただけます。
ホテルのレシピにチャレンジするクッキング教室。10 月は「パンプキングラタン」に挑戦！ シェフと一緒にわく
わく楽しい体験を。

＜パンプキンメニュー 3 種＞

＜キャンディをプレゼント＞

＜キッズシェフ （パンプキングラタン）＞

＜ブラックカクテル＞

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～2:30pm (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〕
・「ハロウィンジャズナイト」
日時： 2017 年 10 月 17 日（火） 食事 6:00pm～ ライブ 7:00pm～
料金： おひとり様 5,000 円（オードブル、デザート、ハロウィンカクテル、サービス料、税金込）
出演者：Vo. 北荘 桂子 Pf. 長井 美恵子 Ba. 西川 サトシ
・「ハロウィンカクテル」
提供期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
料金： 2,000 円（サービス料・税金込）
パンプキン風味のカルーアをベースに、カシスリキュールを合わせた芳しい香り漂う一杯。マンゴーの爽やかな
甘みが、濃厚な味わいをいっそう引き立てます。

＜ハロウィンカクテル＞
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 5:00pm～0:30am （L.O. 0:15am) <土・日・祝> 2:00pm～0:30am （L.O. 0:15am）

〔36F レストラン＆バー Level 36〕
・「Carnevale di Halloween Dinner」
日時： 2017 年 10 月 27 日（金） 7:00pm～
料金： おひとり様 15,000 円（お料理、ワイン、サービス料、税金込）
※ドレスコード オレンジ・黒
■コース内容
・black dom
カルア、バニラアイスクリーム、フレッシュクリーム、チャコール（飾り ラズベリーチョコフレーク）
・brain hemorrhage
蟹ゼリー、キャビア、赤いトゥイル
・blood bath
ビーツカルパッチョ、ホタテ貝柱、マイクログリーン
・maggot porridge
イカスミのリゾット、明太子、えのき茸
・hannibal the cannibal
和牛ロース、ブラックガーリックポテトピューレ、シェーブドパンプキン、赤ワイン
・trick or treat
黒いチェリーアップルタフィ
パンプキン ジャックオランタン
炭アイスクリーム、ラズベリー

＜イベントイメージ＞

＜イベントメニュー＞

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）

◆「ハロウィン Instagram キャンペーン」を開催
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸の“ハロウィン”対象メニューやイベント写真を、指定のハッシュタグをつけて
投稿していただいた方を対象に、選考のうえ、毎週 1 名様（計 5 名様）に、ホテル直営レストラン 4 店舗で
ご利用いただける食事券（1 万円分）をプレゼント。
「ハロウィン Instagram キャンペーン」概要
開催期間： 2017 年 10 月 1 日（日）～31 日（火）
応募方法： ①ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 Instagram 公式アカウント（@anacrowneplaza_kobe）をフォロー。
②ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸で提供する“ハロウィン”対象メニュー または イベントに
関する写真を、ハッシュタグ「#ana クラウンプラザホテル神戸」「#ハロウィン」をつけて投稿。
※投稿は一般公開設定としてください。
賞
品： ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 直営レストラン 4 店舗（36 階 レストラン＆バー Level 36、34
階 中国レストラン 蘇州、5 階 鉄板焼 北野、4 階 カジュアルダイニング ザ・テラス）でご利用
いただける、食事券（1 万円分）
選考方法： ①10 月 1 日（日）～7 日（土） ②10 月 8 日（日）～14 日（土） ③10 月 15 日（日）～21 日（土）
④10 月 22 日（日）～28 日（土） ⑤10 月 29 日（日）～31 日（火） 以上の期間ごとに投稿を集計し、
厳正な社内選考の結果、当選者を決定いたします。
当選発表： 当選者には、Instagram 上でダイレクトメッセージを送信し、賞品は郵送にてお送りいたします。
[対象メニュー・イベント]
4F ティーラウンジ ザ・ラウンジ
ハロウィン デザートブッフェ（10/14・15 開催）、ハロウィンナイト デザートブッフェ（10/14 開催）、カボチャ
ソースとシナモンアイスクリームパンケーキ、カボチャのモンブラン、カボチャのタルト、ハロウィンマカロン
4F カジュアルダイニング ザ・テラス
ハロウィン サービス（10 月土・日・祝）、キッズシェフ「パンプキングラタン」（10/29 開催）
4F メインバー ザ・バー
ハロウィンジャズナイト（10/17 開催）、ハロウィンカクテル
36F レストラン＆バー Level 36
Carnevale di Halloween Dinner（10/27 開催）
キャンペーンの詳細は、9 月下旬頃、ホテルウェブサイトにて発表いたします。
http://www.anacrowneplaza-kobe.jp/
※記載内容は、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。
※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。

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、12 月には ANA クラウンプラザホテル札幌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

