笑顔をはこぶ︑会話が弾む︑春の宴︒

After Party Plan

アフターパーティーのご案内

少人数さまのお集まりに最適な
「2次会」
プランをご用意しました。
メインパーティなどの二次会には、飲み放題のリーズナブルプランで楽しんでください。
ホテル最上階にあり、空港を離発着す
る飛行機を眺めながらグラスを傾け
ることができます。

二次会プラン

[90 分飲み放題・スナック付 ]
おひとり様

3,000 円より

【フリードリンク】
ビール・ウイスキー・ワイン〈赤・白〉
・
日本酒・焼酎・ソフトドリンク(コーラ・
ジンジャーエール・ウーロン茶・
オレンジジュース）
おひとり様プラス￥500で
【オードブル付き】
または
【120分飲み放題】
にすることができます
※4名様より承ります。3日前までにご予約を
お願いします。

●席数 …52 ●営業時間 …6：30p.m.〜11：30p.m.
（ラストオーダー11：00p.m.）

1F/カラオケ・麻雀
多目的ルーム

世界各地の150コースでのプレイが楽しめ
る最新鋭のゴルフシミュレーション機器3
台のほか、ダーツやビリヤード台を設置。お
酒や軽食と共にお楽しみいただけます。

カラオケや麻雀など、多彩なスタイ
ルでご利用いただけるお部屋を3室
ご用意。

【メニュー】
フード ￥900〜 アルコール ￥800〜
ソフトドリンク ￥600〜

カラオケ＆飲み放題 90 分プラン
おひとり様

3,000円より

【アミューズメント】
ゴルフシミュレーション 1ブースご利用60分
ビジター:￥1,800〜、会員:￥1,000〜

おひとり様プラス￥500で
【オードブル付き】
にすることができます

※人数・時間帯により異なります。

ビリヤード 30分 ￥500
ダーツ 1プレイ ￥100〜、
フリープレイ(1時間) ￥1,000

【フリードリンク】
ビール・ウイスキー・ワイン・日本酒
ハイボール・焼酎・ソフトドリンク
(ウーロン茶・オレンジジュース）
※4名様より承ります。3日前までにご予約を
お願いします。

●席数 … 34 ●営業時間 … 7：00a.m.〜11：00p.m.
（ラストオーダー／フード10：00p.m.、
ドリンク10：30p.m.）
（7：00a.m.〜5：00p.m.はセルフ営業）

●席数 … 最大18名様まで ●営業時間 … 11：00a.m.〜11：00p.m.

2次会のお申し込み・お問い合わせは

Tel 0123-40-2072

（ハスカップ ザ・ガーデン直通）

restaurant@anacrowneplaza-chitose.jp

SP R I N G P A RTY PLAN

春の歓送迎会プランのご案内

心からのおもてなしと、ホテル自慢のお料理で
大切な人の旅立ちや、新しい出会いを祝福します。
人数、ご予算とそれぞれのスタイルに合わせたプランをご用意しました。

2019. 3.1 fri〜 4. 30 tue

ANAクラウンプラザホテル千歳
〒066 - 8637 千歳市北栄2丁目2 -1
TEL：0123 -22 -2311 FAX：0123 -27- 5500

https://www.anacrowneplaza-chitose.jp

歓送迎会プラン
限定特典！！
20名様ご利用につき
おひとり様

無料！
お申し込み・お問い合わせは

【 宴 会 場 】TEL.0123-22-2400 banquetsales@anacrowneplaza-chitose.jp
【レストラン】TEL.0123-40-2072 restaurant@anacrowneplaza-chitose.jp

シグネチャーダイニング会員募集中

For our Food & Beverage loyalty card “Signature dining” please contact any of our team member

シグネチャーダイニングは、ANA クラウンプ
ラザホテル千歳におけるレストラン・バー会
員プログラムです。
メンバーは、会員カードをご提示いただくこ
とにより、さまざまな特典、優待を当ホテル
のレストラン・バーでご利用いただけます。

〒066-8637 千歳市北栄2丁目2番1号 Tel 0123-22-2311 Fax 0123-27-5500
www.anacrowneplaza-chitose.jp

優待・特典の一例
○ホテル内のレストラン＆バーにおいて、ご利用いただいたご飲食
代金より 10％割引いたします。
※寿司・海鮮焼「藤花」、及び物販商品、ルームサービスは適用
対象外となります。

ANA Crowne Plaza CHITOSE
2-2-1 Hokuei, Chitose-shi, Hokkaido, 066-8637, Japan
Tel +81 123 22 2311 Fax +81 123 27 5500

※表記料金はすべて税・サービス料込みです。※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。
※その他のご予算・ご要望に応じたプランをご用意させていただきます。※写真はすべてイメージです。

WEB 入会はこちらから ▲

Restaurant style

Banquet Hall style
宴会場スタイル

レストランスタイル

テーブルごとに盛り付けられた
お料理を自由にとり分けながら楽しんでいただくパーティスタイル。
ブッフェスタイルほどカジュアルでなく、
コース料理ほどかしこまらないご宴会に最適のプランです。

伝統の味に新しさも取り入れて、
ひときわ贅沢なメニューをご用意しました。
メインはチョイススタイル、
お肉とお魚が楽しめるミックススタイルなどお好みに合わせて
お選びいただけるバラエティ豊かなプランが揃います。

ハスカップ ザ・ガーデン限定スペシャルサービス！

シェフがお持ちするホテル特製ピッツァマルゲリータ

オープンキッチンにあるピザ窯で焼き上げたばかりの熱々ピッツァを、
シェフがテーブルへお持ちします。 ※ブッフェスタイルプランは除く。

メイン料理二品！
ボリューム満点の贅 沢プラン
おひとり様

7,000円プラン

（料理7品+120分フリードリンク）

●鯛の桜〆と春ニシンのカルパッチョ ウニのフラン
●生ハムシーザーサラダ
●シェフがお持ちするホテル特製ピッツァマルゲリータ
●鰆のポワレ キャベツのピューレと桜風味のバターソース
●牛ロースステーキ

カーナバルソース
春野菜のロティーと共に

●ミニサーモンイクラ丼
●デザート盛り合わせ

ブッフェスタイル

（ブッフェ料理+120分フリードリンク）

4,800円

肉料理や魚料理、サラダ、デザートなど和洋中各ジャンルのメニューを
ブッフェスタイルでご用意。気軽にお楽しみいただけます。

ホテル特製焼きたてピッツァを
シェフがテーブルへお届け
おひとり様

おひとり様

6,000円プラン

（料理6品+120分フリードリンク）

気の置けない仲間と楽しむのに
ピッタリなカジュアルプラン
おひとり様

5,000円プラン

（料理6品+90分フリードリンク）

●春ニシンのカルパッチョとベジタブルムース

●春ニシンのカルパッチョとベジタブルムース

●生ハムシーザーサラダ

●生ハムシーザーサラダ

●シェフがお持ちするホテル特製ピッツァマルゲリータ

●シェフがお持ちするホテル特製ピッツァマルゲリータ

●メイン料理

●ウニ入りカルボナーラ

※肉料理か魚料理をチョイス

【肉】マンガリッツァポークのスモーク

●マンガリッツァポークのスモークとガーリックライス

【魚】鰆のポワレ

●デザート盛り合わせ

キャベツのピューレと桜風味のバターソース

●あんかけ焼きそば

当ホテル・坂 下 総 料 理 長
自信のプレミアムプラン

和洋中コンビネーション

和洋中コンビネーション

おひとり様

おひとり様

おひとり様

8,000円プラン

（料理8品＋120分フリードリンク）
●旬のアミューズ

帆立貝と海老のタルタル

柚子胡椒風味

●お造り 4種盛り合わせ
牡丹海老・サーモン・北寄貝・本日の白身魚
●大海老のチリソース煮
●牛ヒレ肉のステーキ ソースカフェドパリ

●フリードリンク： ビール・ウイスキー・ワイン
〈赤･白〉
・日本酒・焼酎・ソフトドリンク
〈コーラ･ジンジャーエール・ウーロン茶・オレンジジュース〉
※レストランスタイルプラン4名様より承ります。
ご予約は3日前までにお願いします。
※表記料金はすべて税・サービス料込みです。※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。
●席数 …182 ●営業時間 朝食／5：40a.m.〜10：00a.m.
ランチ／11：30a.m.〜2：00p.m.（ラストオーダー）
カフェ・アラカルト／10：00a.m.〜11：30a.m、2：00p.m.〜5：00p.m.
ディナー／5：00p.m.〜9：30p.m.（ラストオーダー9：00 p.m.）
※コース料理のラストオーダーは8：30 p.m.

幅広い方に好まれる
スタンダードなプラン

和洋中コンビネーション

●クインベルと鱈のブランダードとマグロの生ハム〆

●デザート盛り合わせ

牛ステーキ、お寿司など
目玉メニューがズラリ！

●豚ロースの沙茶醤
●生寿司（海老・帆立貝・イクラ）

7,000円プラン

（料理7品＋120分フリードリンク）
●鯛の桜〆

桜醬油ソース

●牛タンの柔らか煮
●桜マスのポワレ

モッツアレラチーズの味噌煮と共に
ブールブランエルブ

●海老と野菜の唐辛子炒め
●牛ロースのステーキ ソースピカント
●生寿司（甘海老・帆立貝）＆太巻き
●本日のお楽しみデザート

6,000円プラン

（料理7品＋120分フリードリンク）
●ニシンのマリネ

オレンジ風味

ポテトサラダ添え

●カナールパストラミ プルーンのコンポ―ト
●サワラの味噌漬け
●鶏肉の唐揚げ四川風炒め
●マンガリッツアポークステーキ
パセリクルート焼き
●梅しらす蕎麦
●本日のお楽しみデザート

●本日のお楽しみデザート

●スタイル：立食 or 着席
●設備：マイク・カラオケ・ビンゴ・プロジェクター・スクリーン

●フリードリンク： ビール・ウイスキー・ワイン
〈赤･白〉
・日本酒・焼酎・
ソフトドリンク
〈コーラ･ジンジャーエール・ウーロン茶・オレンジジュース〉

※宴会場スタイルプランは8名様より承ります。
ご予約は3日前までにお願いします。
※表記料金はすべて税・サービス料込みです。※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。

