
 

メニュー例 

グラスフェッドビーフサーロイントリュフ風味マッシュポテト添え 

ズワイガニのパーティープラッター、ローストチキン 

ローストビーフ、牛肉の赤ワイン煮込み、 

キャビアとサワークリームのブルスケッタ、各種デザート 

など約 40 種類 
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聖なる夜を彩るスペシャルな料理の数々。 

「クリスマスレストランイベント情報」 

  ANA クラウンプラザホテル福岡（福岡市博多区 総支配人柴田 公房）では、大切な方と過ごす 

素敵なクリスマスをエスコートいたします。クリスマスを豪華に彩る、レストランイベント。 

オールデイダイニングクラウンカフェでは、ズワイ蟹のパーティープラッターや、ローストビーフなど約 40 種類を 

飾るクリスマス限定のビュッフェの他、タイムサービスではオマール海老のソテーが登場するなど、 

豪華な料理をお楽しみいただけます。中国料理 TAO-LI では、クリスマスコースを、そしてロビーラウンジでは、      

総料理長、ヴァンソン・ガドーのこだわりが詰まったスペシャルなクリスマスコースをご提供いたします。 

ロビーラウンジでは、12 月 24 日と 25 日にはジャズの生演奏も実施され、更に雰囲気を盛り上げます。 

年に 1 度のロマンティックな夜を、ANA クラウンプラザホテル福岡でお過ごしください。 

 

1F 【クラウンカフェ ： クリスマスビュッフェ】 直通 092-472-7754 

 前菜からメイン・デザートまで約 40 種類の料理が楽しめるビュッフェスタイルのクリスマスディナー。 

オープンキッチンより焼き立てのビーフステーキ、ローストビーフやズワイ蟹のプラッターをお楽しみいただけます。 

 

日時  2019 年 12 月 20 日（金）～25 日（水） 

(ランチ) 1 部 11:30am～1:00pm / 2 部 1：30pm～3:00pm 

(ディナー) 1 部 5:30pm～7:00pm / 2 部 7：30pm～9:00pm 

料金  (ランチ) 大人￥3,800 小学生￥1,500 未就学児無料 

(ディナー)  大人￥7,500 小学生￥3,500   

※料金はサービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイムサービス 

・オマール海老のソテー ラズベリーバターソース 

・ローストポーク ハニーマスタード 

 
ウェルカムドリンク 

プチギフト付き 

サンタからのプレゼント 

大切な方へのプレゼントを 

事前にお預かりし、 

サンタクロースが 

サプライズを演出して 

テーブルへとお持ちいたします。 

期間：2019 年 12 月 21 日（土）～25 日（水） 

 

 

 

 



 

メニュー例 【¥10,000 コースメニュー】 

・シャンパンとアミューズブーシュ 

・サーモンのミ・キュイとビートルート 

・エビのラビオリフォアグラポテトサフラン 

・焦がし国産牛のフィレ肉 塩キャラメル玉ねぎとパセリのサラダを添えて 

・ホワイトチョコレートクリスマスツリーピスタチオシャーベット 

 

 

メニュー例 

・北京ダック 自家製甘味噌添え 

・牛フィレステーキ 中華風黒胡椒ソース 

・鮑のオイスターソース煮込み 

・チャーシュー入り三種和え物 など全 50 種類以上 

 

メニュー例 【¥8,500 コースメニュー】 

・TAO-LI 特製六種冷菜盛り合わせ 

・広東ダックと牛フィレステーキの二種盛り合わせ 

・翡翠炒飯の海鮮卵白ソースかけ 

・燕の巣入り上海蟹みそスープ 

・鮑の姿蒸し クリスマスプレゼント仕立て 

・クリスマス特製チャイニーズデザート 

・手長海老と水イカのマヨネーズ炒め 巣篭り仕立て 

日時  2019 年 12 月 20 日（金）～25 日（水）  

5:30pm～9:00pm  

料金  ※料金はサービス料込・税金別 

￥8,500・￥12,000  

 

1F【ロビーラウンジ ： クリスマスコース】 直通 092-472-7729 ＊要予約 

フランス人総料理長ヴァンソン・ガドーが手掛けるこだわりのメニューの数々。 

美しく魅力的なクリスマスコースで、特別な聖なる夜をお過ごしください。 

 

日時  2019 年 12 月 20 日（金）～25 日（水） 

6：00pm～9:00pm 

料金 ¥10,000・¥15,000 ( 乾杯グラスシャンパン付き) 

     ※料金はサービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

 

 

M2F【中国料理 TAO-LI ：クリスマスオーダービュッフェ】 直通 092-472-7753  

  本格的な中国料理、約 50 種類をご堪能いただける大人気のオーダービュッフェ。 

クリスマス期間は特別に、鮑や広東ダック、牛フィレが登場。贅沢に大満足のクリスマスをお過ごし下さい。 

 

日時  2019 年 12 月 20 日（金）～25 日（水） 

(1 部)5：30pm～7:00pm (2 部)7：30pm～9:00pm 

料金  大人￥6,500 小学生￥3,250   

  ※料金はサービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

 

M2F【中国料理 TAO-LI ：クリスマスコース】 直通 092-472-7753 

燕の巣や、鮑の姿蒸し等、贅沢を極めたコースは、一味違うクリスマスをご体感いただけます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります。 

 
12/24(火)・12/25(水) 

ジャズの生演奏実施 

 



 

【 リリースに関するお問い合わせ先 】  

ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡  マーケティング＆ＰＲ  石原 美晴 

TEL： 092-472-7767   FAX：   092-472-7705    

E-mail :  miharu.ishihara@anacrowneplaza-fukuoka.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、世界で最も拡大を続けているブランドの一つです。クラウンプラザ®では、ビジネスでの利

用がより快適になるよう、コネクティビティやコワーキングスペース、イノベーションルームなど、ご出張やビジネスでのご利用時

に効率性やプロダクティビティをサポートします。また、設備の整った客室に、クラウンプラザの特徴であるスリープアドバンテー

ジ®プログラムを採用し、24 時間フィットネス、ヘルシーフードオプションなどをご用意し、快適な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 16 都市（釧路、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）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ていき

ます。 

www.crowneplaza.com, 

www.anacrowneplaza.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 5,800 ホテル、865,000 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 1,900 軒のホテルが開発中となっています。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： 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、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、400,000 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 32 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、20 軒が ANA クラウンプラ

ザ、5 軒のホリデイ・インブランドで運営しています。今後日本国内では、新規ブランドとして、この冬にホテルインディゴ箱根強

羅を、その後 2020 年春には、キンプトン新宿東京、ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん、2021 年には、ホテルインディ

ゴ犬山有楽苑、2022 年には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いたしております。<2019 年 9 月 30 日

現在> 

 

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  
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