
www.anacrowneplaza-nagoya.jp〒460-0023 名古屋市中区金山町1-1-1

Tel.052-683-4638（レストラン予約係 9:00a.m.～6:00p.m.）

【ご予約・お問い合わせ】※ご予約時に、お受取り時間を係にお申し付けください。

ホテル特製のお料理をご自宅でも気軽にお楽しみいただけるよう、様 な々テイクアウト弁当をご用意しています。

ご自
宅で
も豊かな

ひと
ときを。

要予約

ホテルクオリティの極味を彩り豊かに。各￥15,000
ホテル極味御膳（2～3人前）

きわみ

〈受け渡し場所〉 各レストラン店頭  〈受け渡し時間〉 1 1:30a.m.～5:00p.m.
※12.25（土）～2022.1.10（祝・月）の期間は、受け渡しを休止いたします。

1 花梨 特選二段御膳

2

〈一の重〉
●くらげの冷菜と季節野菜の甘酢漬け
●広東風叉焼と腸詰
●あわびの冷菜 山椒の薫るソース
●才巻海老の冷菜 葱と生姜のソース

〈二の重〉
●ふかひれの上湯煮込み 青菜を添えて
●和牛のステーキ ブラックペッパーソース
●ズワイ蟹爪のチリソース
●広東風焼売と海老のトースト

たん熊 北店 特選二段御膳
〈上段〉焼物（鰈黄金焼・サーモン塩焼・国産牛フィレ肉味噌幽庵焼）／
　　　揚物（海老華揚げ・白身魚ふらい）／酢の物（帆立貝黄味酢）／佃煮／甘味
〈下段〉温物（※すり流し仕立松の実真蒸）／焚合（※千両茄子海老そぼろ）／御飯（ちらし寿司）

※はレンジで温め可

下段

上段

一の重

二の重
1 花 梨

中国料理

2 たん熊 北店
京料理

※1段のお重サイズ（外寸）：17.9×17.9×5.5cm

※プレミアクラブを含む、すべての割引対象外。
※記載料金は、税込。 
※写真はイメージです。
※アレルゲンについてはお問い合わせください。
※内容等、一部変更になる場合がございます。
※食材に限りがあるため、注文を承れない場合が
　ございます。

おもてなしちらし（4人前）すし 乾山 ￥16,000
マグロ（トロ・赤身）、白身（鯛または平目）、煮タコ、煮アワビ、煮ホタテ、コハダ、
車エビ、厚焼玉子、イクラ、ウニを宝石箱のようにちりばめた豪華なちらしずしです。

〈受け渡し〉レストラン営業時間内、店頭にて

【ご予約・お問い合わせ】 Tel.052-682-8891（直通）テイクアウトのみ

要予約
1日前

要予約
3日前
3:00p.m.

Prem
ium Tak

eo
ut

美食のコフレ（宝石箱）

京都老舗料亭の料理をご家庭で

折箱一段のサイズ（外寸）：15.6×10.7×5.1cm

〈上段〉季節の七種盛り合わせ／
　　　天婦羅／佃煮
〈下段〉茄子海老そぼろかけ／
　　　彩御飯／香の物と甘塩大梅

〈受け渡し場所〉 3F「たん熊 北店」
〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.

￥3,5001日限定20個
土・日限定 ／ 1日限定10個

ご家庭デリシャスお弁当（1人前）
要予約
3日前
3:00p.m.

要予約
3日前
3:00p.m.

※1段のお重サイズ（外寸）：22.5×22.5×5.2cm

世界の食材約65種類を使用し、二段重を華やかに仕上
げた、美食の宝石箱のようなお弁当です。

〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」 〈受け渡し時間〉 1 1:30a.m.～5:00p.m.
※12.16（木）～2022.1.10（祝・月）の期間は、受け渡しを休止いたします。

ガーデンコート
“尾張牛”ステーキ丼（1人前）

こだわりの食材を使用した
ガーデンコートのシェフ特製弁当

￥2,000

〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」
〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.

要予約
1日前

3:00p.m.

￥9,000

1段の弁当箱サイズ（外寸）：
24×9×5cm

●尾張牛ロース肉のステーキ丼
　温野菜添え
●オードヴル2種とサラダの盛り合わせ
●ライス
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10-12月テイクアウト弁当

Chef@HomeChef@Home

※12.30（木）～2022.1.4（火）の期間は、受け渡しを休止いたします。

〈上段〉
●フォアグラ
●タンシチュー
●カルビキムチ 

〈下段〉
●スモークサーモンとイクラ
●シーフード（ソース：アメリカン／トマト／ケチャップ）
●キャビア 

※12.16（木）～2022.1.10（祝・月）の期間は、受け渡しを休止いたします。

※12.25（土）～2022.1.10（祝・月）の期間は、受け渡しを休止いたします。

下段

上段

※

（2～3人前）

※各料理にあわせたライスが敷き詰めてあります。

シェフ・アット・ホーム



※プレミアクラブを含む、すべての割引対象外。　※記載料金は、税込。　※写真はイメージです。　※アレルゲンについてはお問い合わせください。
※内容等、一部変更になる場合がございます。　※食材に限りがあるため、注文を承れない場合がございます。

（※こちらの商品は、ご家庭で簡単な調理が必要です）

ホテルシェフのこだわりが詰まったお料理をパックにしてご用意しました。
ご家庭ではなかなかできない丁寧で繊細な調理と上質な素材を惜しみなく使用したお料理を、ご家庭でもご賞味ください。

Chef@HomeChef@Home 要予約

シェフ・アット・ホーム

Tel.052-683-4638（レストラン予約係 9:00a.m.～6:00p.m.）
※ご予約時に、お受取り時間を係にお申し付けください。

ご 予 約 ・
お問い合わせ グランコート   テイクアウト

※詳細はホテルWEBサイトでもご確認いただけます。

ご自
宅で
も豊かな

ひと
ときを。  10-12月テイクアウトパック

名古屋市内のホテル初！ コース仕立てのテイクアウト

〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」   〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.
※消費期限は、購入日の当日限り（要冷蔵）

〈オードヴル〉
●帆立とレンズ豆 森のきのこのテリーヌ バルサミコソース
〈スープ〉
●知多半島エッセンススープ サフラン風味
〈魚料理〉
●鯛のポワレ プロバンス風 野菜添え
〈肉料理〉
●牛タンの赤ワイン煮込み ブールジョワ風
〈デザート〉
●抹茶のフォンダンショコラ
◎バゲット付

～秋季（10-12月）限定特別メニュー～

美味礼賛 1名様分￥8,000
びみらいさん

〈※この商品は2名様分よりご注文いただけます〉

（※記載は12.15（水）までのメニューです）

要予約
2日前
3:00p.m.
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〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」
〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.

※消費期限は、購入日から3日以内（要冷蔵）

アラカルトメニュー（スープ／カレー／パスタソース＆生パスタ）
シェフのこだわりが詰まったお料理を、食卓をさらに彩る一品として

要予約
1日前

3:00p.m.

1〈※次の商品は合計5点よりご注文いただます。（組み合わせ自由）〉
スープ
（約 200g）

①とうもろこしのスープ
②カボチャのスープ（バターナッツ使用）

カレー
（約 200g）

①チキンカレー（国産手羽元）
②オマールエビのグリーンカレー

￥700
￥800
￥800
￥1,000

パスタソース＆
生パスタ（130g）

①ボローニャ風ミートソース（約 200g）
②ペスカトーレ（シーフードのトマトソース／約 200ｇ）

￥1,200
￥1,300

潮の香りのキャセロール

個別にパックした状態でお渡
しします。▲ 盛り付け例イメージ

▲ IH対応鍋付のお届けイメージ

要予約
3日前
3:00p.m. （2～3名様分）

本格的なブイヤベースを簡単にご自宅で。 

￥10,000 ￥13,00021 （IH対応鍋付）
※鍋サイズ：直径21cm 　※鍋の色は変更になる場合がございます。

〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」   〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.

活オマール海老、ムール貝、帆立貝、鯛、はまぐり、
三河一色産車海老、スープ（2袋）、ルイユ（2袋）～ブイヤベース内容～

受け渡し特典 1セットにつき「ホテルメイド バゲット」を 1本プレゼント

※消費期限は、購入日の当日限り（要冷蔵）

イカスミのキャセロール

個別にパックした状態でお渡
しします。▲ 盛り付け例イメージ

▲ お届けイメージ

要予約
3日前
3:00p.m. （2～3名様分）

本格的なイカスミのブイヤベースを簡単にご自宅で。 

￥10,000 ￥13,00021 （IH対応鍋付）
※鍋サイズ：直径21cm 　※鍋の色は変更になる場合がございます。

〈受け渡し場所〉 2F「ガーデンコート」   〈受け渡し時間〉 11:30a.m.～5:00p.m.

活オマール海老、ムール貝、帆立貝、鯛、はまぐり、
三河一色産車海老、イカスミスープ（2袋）、ルイユ（2袋）～ブイヤベース内容～

受け渡し特典 1セットにつき「ホテルメイド イカスミバゲット」を 1本プレゼント

※消費期限は、購入日の当日限り（要冷蔵）

12.16（木）～2022.1.10（祝・月）の期間は、
テイクアウトパックの受け渡しを休止いたします。

2度楽しめる
追いスープ付！

2度楽しめる
追いスープ付！

※
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