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ANA クラウンプラザホテル福岡 

「ANAのふるさと納税」ホテルで味わう地産地消グルメ 

ANAあきんど株式会社とのタイアップ企画 

 

 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、2022年 8 月 31 日（金）まで、 

ANA あきんど株式会社 福岡支店（福岡県福岡市 支店長：伊藤 勝弘）とのタイアップ企画第 3 弾を開催いたします。 

本企画では「ANA ふるさと納税」の福岡県内加入自治体の返礼品を使用したメニューを当ホテル内レストラン・バー・ラウンジ 

にて提供しております。 

第 1 弾（2021 年 12 月から 1 ヶ月間）は、うきは市の柿、朝倉市の牛肉とお米、第 2 弾（2022 年 4 月から 1 ヶ月間）は、 

宮若市の牛肉を使用したメニューを朝食にてご提供し、お客様に大変好評をいただきました。 

今回は第 3 弾の企画として、朝倉市のお酒と筑後市の牛肉、嘉麻市のメロンなど返礼品だけでなく各自治体の特産品を 

取り入れたバラエティ豊かなメニューをご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2022 年 8 月 31 日（金）まで 

場所：ANA クラウンプラザホテル福岡 

https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/ 

 

1F ロビーラウンジ M2F MEZZANINE BAR 

https://www.anacrowneplaza-fukuoka.jp/


 

提供内容：① 

朝倉市： 和スピリッツ 上座(カミツアサクラ)の露 （事業者：富田酒店） 

提供場所 ： 1F ロビーラウンジ / M2F MEZZANINE BAR / 15F 日本料理 筑紫野 

料金 ：グラス(45ml) \1,000 / ボトル(720ml) \15,000 (税金・サービス料込み) 

福岡県筑紫平野産の麦を主原料にミネラル分豊富な英彦山の伏流水で醸し、長い年月、 

そして熟成を重ねた原酒から放たれる芳醇な香り、深いコクとキレを味わえるお酒です。 

余分なものを足すのではなく、12 年熟成原酒を白樺炭と竹炭で磨き上げ、樽貯蔵原酒本来の

自然な美味さを引きたてています。 

和のお酒、麹で生まれる「コク」。洋のお酒、木樽貯蔵により進化する香りの 

「華やかさ」。そして竹炭と白樺炭で磨きあがった「余韻」を感じてください。 

 

提供内容：② 

筑後市： ハンバーグ・牛肉 （事業者：中村精肉店） 

提供場所 ： 1F ロビーラウンジ（ハンバーグ・ハンバーガー） / M2F MEZZANINE BAR（ハンバーグ・ハンバーガー） 

         1F クラウンカフェ 朝食（ローストビーフ） 

料金 ： ハンバーグ単品 \2,500 / ハンバーガー単品 \2,500 / 朝食 \3,000 （税金・サービス料込み） 

 

 

 

 

 

 

筑後発信の一つひとつ手ごねで作られたハンバーグステーキは、厳選した九州産黒毛和牛の肩ロース・モモ・ウデのみを 

使用したこだわりの一品です。和牛本来のおいしさを味わうため粗びきのミンチに仕上げました。 

今回はこのハンバーグステーキを贅沢にパティとしてサンドしたハンバーガーもご提供する他、 

ホテル 1F「クラウンカフェ」の朝食に同精肉店おすすめのローストビーフも登場し、 

様々な角度から肉の旨みをお楽しみいただけます。 

 

提供内容：③ 

嘉麻市： メロン （事業者：ヤマオカサンチ） 

提供場所 ： 1F ロビーラウンジ（よかメロンフラッペ） / M2F MEZZANINE BAR（よかメロンカクテル） 

料金 ： よかメロンフラッペ \1,600 / よかメロンカクテル \2,000 （税金・サービス料込み） 

 

 

 

 

 

 

 

「多くの方に福岡県産のメロンを知ってもらいたい！地元の方に親しみを持ってもらいたい！」という想いから名付けられた 

“よかメロン”は一木一果という一本の木に一玉しか実らせない栽培方法で、全ての栄養が一玉に集中し甘く良質なメロンに 

育ちます。食べやすい甘さと爽やかな後味を感じる逸品です。 

以上 

（イメージ）ハンバーグ （イメージ）ローストビーフ 

和スピリッツ 上座の露 

よかメロン （イメージ）よかメロンフラッペ （イメージ）よかメロンカクテル 



 

 

 

【 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 草場日向子 

TEL：092-472-7767   FAX：092-472-7802   E-mail :  pr@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&リゾーツでは、ビジネスとレジャーのバランスをフレキシブルにとれるステータスあるご滞在をお楽しみいただけます。

都市やリゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日

常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。客室でのスリープアドバンテージ®プログラ

ムのほか、24 時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した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 21 都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、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続けてい

ま す 。 詳 細 は 、 ブ ラ ン ド 公 式 サ イ ト www.crowneplaza.com,  そ の 他 SNS サ イ ト https://www.facebook.com/Crowne.Plaza, 

www.twitter.com/crowneplaza, www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。 

 

IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： 

IHG ホテルズ& リゾーツ  [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good を提供するグローバルホスピタリティーカンパニーで

す。 

下記の 17 ホテルブランドを展開し、世界 100 ヶ国以上に約 6,000 ホテルを有し、1,800 軒超のホテルが開発中となっています。 

また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 

ラグジュアリー&ライフスタイル: 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, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ 

プレミアム: voco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, EVEN ホテルズ 

エッセンシャルズ: 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, avid ホテルズ  

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ,  ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ 

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中の IHG の

ホテルとコーポレートオフィスには、約 325,000 人の従業員がおり、日々世界中の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。2022

年 3月現在、6ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエク

スプレス、ホテルインディゴ）、44ホテル、12,000 室超を展開しています。 

 

今後も voco 大阪セントラル、インターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾート、リージェント京都の開業を予定しており、日本においても IHG ホ

テルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。 

 

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation 

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com 

IHGワンリワーズサイト: https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/offers/onerewards 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ 

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/ 

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.anaihghotels.co.jp/ 

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 

 

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 
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