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ＡＮＡクラウンプラザホテル神 戸
4F ザ・テラスに「神 戸 ローストショコラ」を使 ったコラボスイーツが登 場
12/25、26 ご宿泊のみなさまには、江崎グリコ「神戸ローストショコラ」をプレゼント

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)では、神戸市の
「KOBE スペシャル PR パートナー」に認定されている、江崎グリコ「神戸ローストショコラ」とのコラボ
レーション企画を実施いたします。
すべての工程を江崎グリコ神戸ファクトリーで行い製造している「神戸ローストショコラ」。洋菓子の街・
神戸で作られたチョコレートを通じて、“神戸”を日本だけでなく世界のみなさまに知っていただきたい
という思いから、3 つのコラボレーション企画をご用意しました。
1、クリスマスである 12 月 25 日と、ヨーロッパではボクシングデーとして認知されている 12 月 26 日に
チェックインのお客さまに、1 部屋につき「神戸ローストショコラ バンホーテンブレンド」1 箱を神戸土産
としてプレゼントいたします。
2、4 階カジュアルダイニング ザ・テラスで開催中の「セレブレーションブッフェ」内で、ホテルパティシエ
こだわりのコラボスイーツを提供。「神戸ローストショコラ ゴーフレットチョコレート」を使い、老若男女
だれもが親しみのある甘さを活かした、見た目にも楽しいモンブランをご用意しています。
3、ホテル公式 SNS（Facebook、Instagram、Twitter）上で、神戸のどんなところが好きかハッシュタグと
ともに投稿していただく「なぜ神戸？」SNS キャンペーンを開催中。抽選で 15 組 30 名様に、ザ・テラス
ディナーブッフェのペアご招待と「神戸ローストショコラ」1 袋をプレゼントいたします。
神戸の陸の玄関口・新神戸にたつランドマークホテルで、神戸生まれのチョコレートをお楽しみいただく
とともに、ホテルから神戸の街の魅力を発信してまいります。

グリコ「神 戸 ローストショコラ」×ANA クラウンプラザホテル神 戸 コラボレーション企 画
① クリスマス＆ボクシングデーに「神戸ローストショコラ」をプレゼント！
対 象： 2018 年 12 月 25 日（火）、26 日（水）にチェックインのお客様 ※団体利用のお客様は対象外
1 部屋につき、「神戸ローストショコラ バンホーテンブレンド」1 箱をチェックイン時にプレゼントいたします。
② 4 階カジュアルダイニング ザ・テラスで開催中の「セレブレーションブッフェ」にコラボスイーツが登場
期 間：2018 年 12 月 1 日（土）～2019 年 1 月 6 日（日）
「神戸ローストショコラ」を使った特製モンブランを、パティシエがお客さまの目の前で仕上げて提供します。
＜神戸ローストショコラ モンブラン＞

クリスマスツリーバージョン（12/1～26 提供）

門松バージョン（12/27～1/6 提供）

「セレブレーションブッフェ」概要
期 間： 2018 年 12 月 1 日（土）～2019 年 1 月 6 日（日）
ランチブッフェ／11:30am～2:30pm ※土・日・祝 および 12/22～1/6 は 11:30am～3:00pm
大人料金：12/1～21 の平日 ￥3,000、12/1～21 の土・日・祝 および 12/22～31・1/4～6 ￥3,500、1/1～3
￥4,800
ディナーブッフェ／5:30pm～9:00pm ※土・日・祝 および 12/27～30・1/4～6 は 5:30pm～9:30pm ※12/22
～26 および 12/31～1/3 は 5:00pm～9:30pm
大人料金：12/1～21 の平日 ￥4,000、12/1～21 の土・日・祝 および 1/4～6 ￥4,500、12/22～1/3
￥4,800
※シニア（65 歳以上）は大人料金から￥500 OFF、お子様（6～12 歳）は大人料金の半額、5 歳以下のお子様
は無料となります。
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 078-291-1163
③ あなたが好きな“神戸”を SNS に投稿しよう！ 「なぜ神戸？」SNS キャンペーン
期 間： 2018 年 12 月 1 日（土）～2019 年 1 月 6 日（日）
賞 品： 15 組 30 名様を 4F カジュアルダイニング「ザ・テラス」のディナーブッフェにご招待。さらに、当選
者には、グリコ「神戸ローストショコラ」も進呈。
あなたはなぜ神戸が好きですか？ Facebook、Instagram、Twitter に神戸の好きなところや写真を投稿
してください。SNS キャンペーンの投稿方法や利用規約などの詳細は、ホテルウェブサイトにて。
お問い合わせ 「なぜ神戸？」SNS キャンペーン担当窓口 TEL 078-291-1155（10:00am～6:00pm）
※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
クラウンプラザ®ホテルズリゾーツ（ANA 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、現在世界 60 ヶ国に 414 ホテルを展開している、IHG のアップスケー
ルブランドです。さらに世界中でネットワークを急速に拡大しています。クラウンプラザでは、旅のトレンドを
いち早く察知し、現代のトラベラーが求める旅のスタイルに必要な「仕事とリフレッシュ」において、快適なト
ラベルをお届けします。クラウンプラザが快適な睡眠をサポートするために開発したスリープアドバンテー
ジ®プログラムや 24 時間営業のフィットネス、ヘルシーで身体を気遣ったお食事をご用意。滞在中のあらゆ
る場面で、心地の良いひとときをお楽しみいただけます。
日本国内では、ANA クラウンプラザホテルとして、現在 21 軒を展開しており、IHG のグローバルネットワ
ークと、ANA との業務提携により日本マーケットに特化したサービスを掛け合わし、国内外から集まるお客
様のニーズに柔軟に対応しています。
更なる詳細は、下記ウェブサイトをご参照くださいませ。
クラウンプラザブランドサイト：www.crowneplaza.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、世界約100ヶ国に5,500
ホテル、826,000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1,800軒のホテルが
開業準備中となっています。現在のIHGブランドポートフォリオは、以下の通りです：
ラグジュアリーブランド： リージェント ホテルズ&リゾーツ、キンプトン ホテルズ&レストランツ、インターコ
ンチネンタル ホテルズ&リゾーツ
アップスケールブランド： ホテル インディゴ、EVENホテルズ、HUALUXE（華邑） ホテルズ＆リゾーツ、ク
ラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ、VOCO
メインストリームブランド： ホリデイ・イン、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、ホリデイ・イン リゾート、avid ホテルズ、ステイブリッジ スイーツ、キャンドルウッド スイーツ
IHG®リワーズクラブ： 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
ログラムです。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、375,000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。現在国内33ホテル、約10,000室を展開しています。その内、7 軒がインター
コンチネンタル、21軒がANA クラウンプラザホテル、5軒のホリデイ・インブランドで運営しています。今後
の日本国内での開業は、2019年にANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ、ホテルインディゴ箱
根・強羅、2020年以降はキンプトン東京・新宿、ホテルインディゴ犬山・有楽苑を予定しております。
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
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

