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京阪神のＡＮＡクラウンプラザホテル初の三都共同企画 

中国料理 料理長が腕をふるう「饗宴」スペシャルコースを、 

7 月 1 日（水）より２ヵ月限定で販売 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都（京都市中京区）、ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸（神戸市 

中央区）、ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪（大阪市北区）では、2015 年 7 月 1 日（水）から 

8 月 31 日（月）までの期間、中国料理・料理長の自慢の逸品をコース料理にして提供する、 

「饗宴」スペシャルコース（10,000円 サービス料・税金別）を販売いたします。 

 

本企画は、ＡＮＡクラウンプラザホテルで腕をふるう各料理長が、“食”を通し、三都を   

旅しているような気分を感じてもらいたいという思いから実施するもので、今回が 

初の開催となります。甘･辛･酸･塩の多彩な風味が鮮やかに際立った、3 人の合作による 

6 種の前菜盛り合わせにはじまり、スープや主菜、デザートは、2 品ずつを各料理長が担当。 

三都それぞれの特徴ある素材を活かした料理内容で、全 7品の贅沢なコースに仕上げました。 

 

中国料理の伝統に三者三様の個性を加味した、はじめての「饗宴」を、ぜひ、この機会に 

お楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ写真：「饗宴」スペシャルコース】 



 

ＡＮＡクラウンプラザホテル三都共同企画 中国料理 料理長 「饗宴」スペシャルコース 
 
期 間：2015年 7月 1日（水) ～8月 31日（月） ※ＡＮＡクラウンプラザホテル京都は 8/16のみ除外 
提供店舗と営業時間： 

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 
中国料理 花梨 B1F  Tel 075-231-1155(代) 
11:30am-3:00pm 5:00pm-9:30pm 
〒604-0055 京都市中京区堀川通二条城前 Tel 075-231-1155 Fax 075-231-5333 
 
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 
中国レストラン 蘇州 34F Tel 078-291-1122 
11:30am-2:30pm 5:30pm-9:00pm 
〒650-0002 神戸市中央区北野町１丁目  Tel 078-291-1121 Fax 078-291-1154 
 
ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪  
中国料理 花梨 6F  Tel 06-6347-1112 (代) 
11:30am-2:00pm 5:30pm-9:00pm 土・日・祝 5:00pm-9:00pm 
〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-3-1 Tel 06-6347-1112 Fax 06-6348-9208 

 
料 金：￥10,000 （サービス料・税金別） 
メニュー：・特別前菜盛り合わせ（3ホテルの料理長合作） 

彩りパプリカのマリネ(大阪）、卵黄の紹興酒漬け（大阪）、明石蛸の椒麻ソース（神戸）、 
神戸ポークの焼き豚（神戸）、鮑の万願寺辛子和え（京都）、山芋の話梅漬け（京都） 

・スッポンと丹波地どりの漢方滋養蒸しスープ（神戸） 
・海老の成都チリソース（京都） 
・ズワイ蟹の上海蟹味噌煮込み 黒酢添え(大阪） 
・神戸牛バラ肉とアキレス筋の煮込み 黒胡椒炒め（神戸） 
・オレンジ炒飯クリームソース(大阪） 
・ガトーショコラ マンゴーヨーグルトアイス添え（京都） 

 
※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。 
 

本件に関するお問い合わせ先：  

 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 
企画担当  桐山 
Tel:  075 252 8567 Fax: 075 252 8577 
marketing@anacpkyoto.com 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 
広報  阪本/足立 
Tel:  078 291 1155 Fax: 078 291 8343 
pr@anacrowneplaza-kobe.jp 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 
マーケティング  木下 
Tel:  06 6347 1298 Fax: 06 6348 9235 
tomoko.kinoshita@anacrowneplaza-osaka.jp 

 



 

「饗宴」スペシャルコース 内容 

 

 

特別前菜盛り合わせ 

・彩りパプリカのマリネ、卵黄の紹興酒漬け（大阪） 

・明石蛸の椒麻ソース、神戸ポークの焼き豚（神戸） 

・鮑の万願寺辛子和え、山芋の話梅漬け（京都） 

 
  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪  
中国料理 花梨 調理長 

田中 孝尚 
広東料理の伝統にヌーベルシノ
ワのエッセンスを加え、洗練され
たメニューの数々を考案。08 年
にフランス国際エスコフィエ協
会より「美食マスター賞」を受章。 

ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 
中国レストラン 蘇州 料理長 

居地 正一 
伝統的な広東料理の技法をベ
ースに、創意工夫を散りばめた
繊細な味わいに定評がある。確
かな技術を持つ料理人にのみ
与えられる「神戸マイスター」
の称号を持つ。 

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 
中国料理 花梨 料理長 

内田 和夫 
四川料理を得意とし、中国各地
で修得した本場の味を提供。卓
越した技術者に贈られる｢なに
わの名工｣にも選ばれ、料理コ
ンクールでの受賞も多数。 

ズワイ蟹の上海蟹味噌煮込み 

黒酢添え 

オレンジ炒飯クリームソース 

海老の成都チリソース 

ガトーショコラ 

マンゴーヨーグルトアイス添え 

スッポンと丹波地どりの 
漢方滋養蒸しスープ 

神戸牛バラ肉とアキレス筋の煮込み 

黒胡椒炒め 



 

ＡＮＡクラウンプラザホテル京都について 
ＡＮＡクラウンプラザホテル京都がある京都の堀川二条は平安時代、日本史上初の関白宣下を受けた藤原基経

の邸宅でした。平安京の中でも「最高の館」と謳われた堀河院跡に立地し、庭園の一部が当ホテル駐車場の東北

角に復元され、往時の姿をしのぶことができます。江戸時代、当時大ベストセラーになった「養生訓」の著者で儒学

者の貝原益軒の学問の師匠である松永昌三の講習堂跡の石碑がホテル入口（東堀川通り）に建てられています。

天保年間から幕末まで二条城の大手門の正面に立地することから、越前松平家が藩主を務めた福井藩邸がこの

地にありました。明治維新後の廃藩置県を経て、旧三井財閥の三井家京都本邸となり、第二次世界大戦後の財

閥解体ののち裕進観光株式会社がこの地を取得。1963（昭和 38 年）より、京都全日空ホテルの前身である「二

条観光ホテル」を営業しておりました。1986 年（昭和 61 年）6 月 25 日に開業した｢京都全日空ホテル｣は、

2013 年 2 月 1 日にＡＮＡクラウンプラザホテル京都として共同ブランド化しました。古都京都の中央に位置し世

界文化遺産「二条城」のほとりにたたずむ寛ぎのホテルとして、ビジネスやレジャーのご宿泊、レストラン、そして宴

会や婚礼の会場として、これからも国内外の幅広いお客様に愛されるホテルとして一層のサービス向上に努めて

まいります。 

URL：www.anacpkyoto.com 

 

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大阪について 
ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪は、大阪の中心部に位置し、周辺には緑豊かな中之島エリアや大阪のメインストリ

ート・御堂筋があり、華やかな町・北新地もすぐそばのロケーションです。全 478 室のゲストルームをはじめ、12 

の宴会場、レストランバー6 店舗、24 時間ご利用可能なフィットネスルームなど、お客様の様々なご要望にお答

えできる施設を備えております。2008 年 10 月 1 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-osaka.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、英国のインターコンチネンタル・ホテルズ・グループ（IHG）が展開する世界的な高級

ホテルブランドの１つである「クラウンプラザ」とＡＮＡホテル（全日空ホテル）の共同ブランドホテルとして、2006 年

に誕生。現在、日本全国 17 都市（稚内、千歳、釧路、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、

宇部、福岡、熊本、長崎、那覇）で、合計約 4,000 室を展開し、今後もさらに日本各地にネットワークが広がる予

定です。2014 年にはＡＮＡクラウンプラザホテル稚内、ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイが誕生しました。

2015年 9月 1日にはＡＮＡクラウンプラザホテル岡山が誕生する予定です。 

ＡＮＡクラウンプラザホテルでは、日本でのブランド構築にあたり 2,000 名の消費者調査を実施するなど、消費者

ニーズをタイムリーに把握し、サービスに反映させることを心がけている、お客様を大切にするホテルブランドです。

また今後は、ウェディングや宴会等を含むイベント全般を強化し、MICE（Meeting, Incentive, Conference, and 

Event）市場等の新たな市場ニーズに対して充実したサービスを提供してまいります。 

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

ープが運営する高級ホテルブランドの 1 つです。会議と宿泊を合わせた、ビジネスとレジャー両方の利用目的に

適したハイレベルの快適さや施設、サービスを兼ね備えています。ニューヨーク、ミラノ、ロンドンをはじめ現在、世

界約 65 カ国以上で 400 以上のホテルが運営され、さらに 90以上のホテルが開業準備中です。 

URL：www.anacrowneplaza.com 
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