
KANAZAWA

ホテルメイドで
 楽しむ夏の特別時間。
ANAクラウンプラザホテル金沢
テイクアウト商品のご案内

2022.7.1（金） ～ 8.31（水）

〒920-8518 石川県金沢市昭和町 16-3

anacrowneplaza-kanazawa.jp

お受取り時間： 10:00a.m.- 6:00p.m.

お受取り方法： 以下よりお選びください。

ホテルオンラインショップで
配送ご注文も承り中。詳しくはWEBへ

店頭受取り  （1FL. カスケイド ダイニング）
配　　　達 ￥20,000以上で無料配達いたします。
 金沢市内 | 3日前まで要予約（電話予約のみ受付）
 8.1 1（木・祝）～16（火）は配達をお受けいたしません。

ご予約、お問い合せはオンライン 

または T 076-224-9802 
カスケイド ダイニング

チャイニーズオードブルのみ 1 1 :30a.m.以降

※ 掲載の写真はイメージです。 一部メニューが変更となる場合がございます。
※ 記載の料金には消費税8%が含まれております。

1名様用 ￥4,500／ 2名様用 ￥9,000
クール ド ISHIKAWAアフタヌーンティーセット＜Flora～フローラ～＞

大好評のアフタヌーンティーセットお持ち帰り専用商品。
7月は「マンゴー」8月は「白桃」がテーマ。写真は2名様のイメージ写真

・ 変更、キャンセルは3日前までにお願いいたします。
・ 2日前よりキャンセル料が発生いたします。

2日前まで要予約

7日前まで要予約

ホテルメイドケーキ

ホテルメイドブレッド

お持ち帰りアフタヌーンティーセット

スイーツギフト

 ～お中元や夏の贈り物に～ 
大切なひとへ感謝を添えて贈るホテルギフト 

￥650

￥650

 8 ～ 10月
シャインマスカットの
ショートケーキ

 7月
マンゴーのショートケーキ

￥550

￥650
 8.1 5（月）～9.15（木）

ルビーロマン ヴェリーヌ

 7.1（金）～8.14（日）
ヴェリーヌ ピーチメルバ

採れたて とうきび
コーンパン ￥420

ホテル特製
献上加賀棒茶ブラウニー ギフト

￥3,200 ￥6,000
￥3,500
￥2,500

7月 

冷たいほうじ茶
あんぱん ￥3008月 

上記のケーキ、ブレッドは当日の販売数に限りがございます。
ご希望の2日前までの事前予約がおすすめです。

加賀棒茶仕込みのブリオッシュ
で作った、さっぱりといただける
新食感の冷やしあんぱん。 

味から見た目まで、とうもろこし
を追求した田中ベーカリーシェフ
の遊び心あふれる夏ブレッド。 

12本入り

ホテル特製
焼き菓子 ギフト

L   30個入り
M 15個入り
S  10個入り 

7.19（火）
新発売



※中国料理 花梨 休業日の
　お受取りはできません。

L 12品  ￥15,000
M ９品 ￥10,000

L   【 直径 44cm × 高さ 3.5cm 】  
M 【 直径 38cm × 高さ 3cm 】  

中国料理 花梨
チャイニーズオードブル  4人前

3日前まで要予約

ホテルシェフがじっくりと
赤ワインで煮込んだ
特製ハンバーグ（約 120ｇ）です。

中国料理 花梨のお料理、点心を
詰め合わせたオードブル。ご自宅で
本格中国料理をお楽しみください。

特製ハンバーグの
赤ワイン煮込み
1個 ￥600

電話予約のみ T 076-224-9802

要予約

3日前まで
要予約

窯焼きピッツァ

ハンバーガー・サンドウィッチ

お盆におすすめ
オードブルとステーキ弁当

ご家族がお揃いになお盆限定でご用意いたします。

オードブル・惣菜 当日お持ち帰り可能商品

ホテル特製ローストビーフピッツァ

ハモンセラーノとバジルの
オルトラーナピッツァ

越前鶏ときのこの照り焼き
マヨピッツァ

￥1,800

￥1,800

￥1,800

【 サイズ： 10 インチ／約 26cm 】

※お持ち帰り希望の１時間前までにご予約ください。

※ 焼きたてをお渡しするため 10分ほどお待ちいただきます。 
※ 生地は薄型クラストタイプともちもちクラストタイプ よりお選びいただけます。
 ご予約時にお知らせください。

ホテル自家製のローストビーフをきの
このペーストと根菜とともに焼き上げ
たピッツァ。

スペイン産生ハムと初夏の野菜を
たっぷりのせたバジル風味の
さわやかピッツァ。

心地よい弾力と深い味わいが特徴の
越前鶏ときのこの照り焼き
マヨピッツァ。

10品目野菜のヘルシーサラダ  ￥500 
※テイクアウト商品と合わせてのご注文に限ります。

 ￥1 ,400
 ￥1 ,500

ホテル特製  ハンバーガー 

カスケイド ダイニングの人気メニュー
「クラブハウスサンドイッチ」をお持ち
帰りでご用意いたします。テイクアウ
ト限定でフレンチフライがセットに。

クラブハウスサンドウィッチ

ジューシーなパテをふっくらと焼き
上げ、濃厚なチェダーチーズとベー
コンをホテルメイドのバンズでサン
ドしました。フレンチフライ付き。

テイクアウト限定スペシャルプライス

（通常料金￥2,000）

 ￥4,500

￥6,000

日本料理 雲海  夏の特製鰻弁当

和牛のフィレとサーロインステーキ
の食べ比べと、彩り豊かな夏の洋食
料理をお楽しみください。
鉄板焼 加賀 オリジナルソース付き。

鉄板焼 加賀
和牛のフィレ＆サーロイン
食べ比べ 二段重弁当

丁寧に焼き上げた国産うなぎの、ふくよかで

柔らかな食感を楽しんでいただける、

日本料理 雲海 特製のうなぎ弁当です。

季節限定

 ￥3,000
夏の彩 ステーキ二段重弁当 

（洋） 特製ローストビーフ、
　　 鴨肉のロースト など
（中） 海老のチリソース
　　 特製チャーシューなど

ホテル オードブルプレート
（洋中）  5人前 

カルビ、ロース、そぼろと牛肉三種
の味覚とともに、彩り豊かな夏野菜
やお魚料理の逸品をお楽しみいた
だける豪華お弁当です。

容器サイズ

 【 20cm × 10.5cm × 高さ 5cm ／ 2 段】  
容器サイズ

 【 35cm × 35cm × 高さ 7.5cm 】  【 21.5cm × 9cm × 高さ 4.7cm ／ 2 段】  
容器サイズ容器サイズ

 【 27cm × 9.5cm × 高さ 5cm 】  
容器サイズ

18品 ￥1 1 ,000

2022.8.1 1（木・祝） ～ 16（火）

7.1 5（金） ～ 24（日）、8.4（木） ～ 16（火）

3日前まで要予約

5日前まで要予約

3日前まで要予約

オプション
 5日前まで要予約　花束　￥3,300

詳しくはWEBへ
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