
 

NEWS RELEASE   2020 年 11 月 17 日 

報道関係各位       

ANA クラウンプラザホテル福岡 

〒 812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-3-3 

092-471-7111 ㈹ 

ANA クラウンプラザホテル福岡 

サンタが登場！？お子様も喜ぶ安心安全のホテルクリスマスを 

「レストランホリデーシーズンのご案内」 

 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、 

ホリデーシーズンに、ご家族揃ってお楽しみいただけるレストランイベントをご用意いたしました。 

クラウンカフェでは、クリスマスに定番のローストビーフやローストチキンをはじめ、 

約 40 品のメニューが食べ放題。ひとつひとつ小皿に盛りつけた安心安全のシングルスタイルで 

お楽しみください。また、ディナータイムにはクラウンサンタが、事前にお預かりしたプレゼントをお席まで 

お持ちするサプライズ演出をいたします。中国料理 TAO-LI では、北京ダックやイセエビなどクリスマス限定 

メニューをはじめ、約 50 品が食べ放題のオーダービュッフェに、燕の巣や鮑など高級食材を使用した 

チャイニーズクリスマスコースが登場。日本料理筑紫野では、冬の王様ふぐにタラバガニ、雲丹など 

旬の食材が堪能できる贅沢なクリスマス会席や、お子様連れのお客様に嬉しいお子様用の特別コースも 

ご用意しております。また、大人クリスマスは、銘柄牛や旬の食材を五感で楽しむ炭火焼カウンター山笠で 

お楽しみください。今年のホリデーシーズンは、ANA クラウンプラザホテル福岡のバラエティ豊かな 

レストランイベントで、ご家族の思い出に残るひとときを過ごしませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHG クリーンプロミスに関して 

 

当ホテルの取り組みに関して 

 ANA クラウンプラザホテル福岡では、 

新型コロナウイルスに伴う感染拡大の防止として、 

IHG クリーンプロミスに基づき、右記の対策を行なっております。 

 



 

メニュー例  ※大人の方は乾杯用スパークリングワイン付き 

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 

ハニーマスタードでグラッセしたローストチキン、ローストビー

フ マスタードソースとパルメザンチーズ、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など 約 40 種 

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 

メニュー例 

パルメザン風味のポテトピューレ チーズクルトンと共に、 

玄海灘産鯛のマリネ シトラスドレッシングカラスミ添え、 

炙り鰹とビーツソース ホースラディッシュとホワイトチョコレートの 

ビスケット、薩摩地鶏スープ ガーリックブレッド、 

エストラゴン風味クエのポッシェ カレードレッシング マルエ醤油と 

朝倉輝黄卵の琥珀タマゴ添え、和牛のドーブ ド ブッフ、 

あまおうイチゴアイスとホワイトチョコレートムース ピスタチオ 

アングレーズソース 

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：6：00pm～9：00pm 

料金：¥12,000 ※サービス料込・税金別 

 

フードメニュー例 

前菜 3 種盛り合わせ、パスタ、魚料理、肉料理、デザート 

ドリンクメニュー例 

乾杯用シャンパン付き（ボランジェ）、カクテル、ノンアルコール、

ワイン、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク 

《 タイムセール 》5：30pm～6：00pm、8：00pm～8：30pm 

オマール海老のソテー ラズベリーバターソースが登場！ 

1F 【クラウンカフェ】 092-472-7754 

ホリデーステーキランチ 

日程：2020 年 12 月 1 日（火）～25 日（金）まで 

時間：11：30am～2：30pm  

※23 日～25 日までの日程は 11：00am～の 2 部制 

料金：大人¥3,000 小学生¥1,000 ※サービス料込・税金別 

※23 日～25 日までの日程は大人¥3,500 小学生¥1,500 

クリスマスプレミアムビュッフェ 

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：5：00pm～9：00pm ※期間中は 2 部制 

料金：大人¥7,500 小学生¥3,000 未就学児無料 

 

 

 

 

 

 

 

1F【ロビーラウンジ ：クリスマスコース】 092-472-7729 

フランス人総料理長ヴァンソン・ガドーが美しく手掛けるクリスマスコース。 

聖夜の思い出として心に残る、美食の数々をご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2F【メザニンバー： クリスマスディナープラン】 092-472-7757 

全 7 品が揃う料理に、3 時間のフリーフローが付いたクリスマス限定の特別プラン。 

お洒落なバーで過ごす、女子会やデートにいかがですか。 

日程：2020 年 12 月 18 日（金）～25 日（金）まで 

時間：7：00pm～11：00pm （最終入店 8：00pm） 

料金：¥7,000 ※サービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

※クリスマスプレミアムディナービュッフェイメージ 

※クリスマスコースイメージ 

※クリスマスディナープランイメージ 

クラウン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：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金） 

 

 

 

 

 サンタブーツの 

 

お子様に 

お土産付 

 ※サービス料込・税金別 



 

¥12,000 コースメニュー例 

TAO-LI 特製 7 種冷菜盛り合わせ、燕の巣入り高級乾貨ス

ープ、鮑・イセエビ・帆立貝のクリスマス仕立て、彩り点心 3

種、北京ダックと和牛ロースステーキの饗宴、北海道産真鱈

のオーブン焼き チリソースがけ、蟹あんかけ炒飯 雪山風、

クリスマス特製チャイニーズデザート  

メニュー例 

クリスマス限定メニュー：イセエビと旬野菜の塩炒め、牛フィレの

オイスターソース煮込み、北京ダック 

チャーシュー入り 3 種和え物、水イカの XO 醤炒め、ズワイ蟹爪

の衣揚げ、エビのチリソース煮、牛肉と 3 色ピーマンの細切り炒

め、TAO-LI 特製麻婆豆腐、カニ肉入りチャーハン、担々麺、ゴ

マ団子、果肉入りマンゴープリンなど 約 50 品 

メニュー例 

前菜盛り合わせ（鮟肝蒸し煮・塩舞茸豆腐・合鴨ロース煮・白子

和え）、お造り盛り合わせ（ふぐ刺し・上鮪・赤身・炙り烏賊）、 

スープ（カリフラワーのすり流し わた雪タラバガニ真女メレン

ゲ）、煮物（甘鯛かぶら蒸し）、サラダ（香味野菜 筑紫野特製生

唐墨ドレッシング）、メイン料理（牛フィレステーキ）、合肴（雲丹

プリン 和風コンソメジュレ）、酢の物（帆立昆布〆 津軽巻き）、

食事（蟹御飯 白子クリーム掛け 香の物）、デザート（和風フレ

ンチトースト・ホワイトチョコ餡大福・苺） 

 

メニュー例 

前菜盛り合わせ（生唐墨和え・鮟肝蒸し煮・合鴨ロース煮）、お造り盛り合

わせ（九絵・ふぐ・上鮪・烏賊）、炭火焼（白子焼き・伊万里牛しゃぶ包み）、

炭火焼②（鮑磯焼きまたは伊勢海老鬼瓦焼き）、メイン（くまもと黒毛和牛

「和王」サーロインステーキ）、食事（九絵茶漬け 香の物）、デザート（季節

のフルーツ盛り合わせ） 

M2F【中国料理 TAO-LI】 092-472-7753  

チャイニーズクリスマスコース 

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：5：00pm～9：00pm 

料金：¥8,500 / ¥12,000 ※サービス料込・税金別 

※お子様連れのお客様に、キッズプレート¥3,000 を 

ご用意しております。（12 歳以下のお子様限定） 

クリスマスディナーオーダービュッフェ 

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：5:00pm～9：00pm ※ご利用時間 90 分 ※期間中は 2 部制 

料金：大人¥6,500 小学生¥3,250 ※サービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15F【日本料理 筑紫野 / 炭火焼カウンター山笠】 092-472-7752 

筑紫野クリスマス会席 

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：5：00pm～9：00pm  

料金：¥10,000 ※サービス料込・税金別 

 

 

 

 

 

 

 

 

山笠クリスマスコース  

日程：2020 年 12 月 23 日（水）～25 日（金）まで 

時間：5：00pm～9：00pm  

料金：¥15,000 ※サービス料込・税金別 

 

  

 

 

 

 

※クリスマスディナーオーダービュッフェイメージ 

 サンタブーツの 

 

お子様に 

お土産付 

 

 サンタブーツの 

 

お子様に 

お土産付 

 

※筑紫野クリスマス会席イメージ 

※山笠クリスマスコースイメージ 

※お子様連れのお客様にお子様特別コース¥5,000 を 

ご用意しております。（12 歳以下のお子様限定） 

 



 

【 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@ihg.com 

 

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 19 都市（釧路、千歳、札幌、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京

都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、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、下記の幅広いホテルブランドのポートフォリオ

を有する、インターナショナル企業です。  

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, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, キンプト

ン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾー

ツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, 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, avid ホテル

ズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドルウッド スイーツ   

世界約 100 ヶ国に約 6,000 ホテル、890,000 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。また、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、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。2020 年 9 月現在、国内 35 ホテル、約 10,000 室を展開しています。その内、9 軒がインターコンチネンタル、19 軒が ANA

クラウンプラザ、6 軒がホリデイ・イン、1 軒がホテルインディゴブランドの下に運営しています。また、2020 年 10 月には新規ブラ

ンドとしてキンプトン新宿東京、同じくホリデイ・イン&スイーツ新大阪を開業しました。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しております。  

<展開数は、2020 年 9 月 30 日現在のものとなっています>  

  

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   

 

mailto:miharu.ishihara@ihg.com
http://www.crowneplaza.com/
http://www.anacrowneplaza.com/
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihgplc.com/index.asp
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