
 

2021 年 5 月 20 日 

ANA ホリデイ・イン仙台 

 

テーマは「世界旅行」ANA ホリデイ・イン仙台 ワールドフェア開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ホリデイ・イン仙台（仙台市若林区／総支配人：小竹聖一）では、6 月 1 日より

「World EaTrip～食で世界を旅する～」をテーマに、世界各国の料理とドリンクが楽しめ

るワールドプロモーションを開催いたします。新型コロナウイルスの影響によりなかなか

海外旅行に出かけることが難しい今、“食事を楽しみながら手軽に旅気分を味わっていただ

きたい”という思いが込められたフェアとなっております。 

 

6 月 1 週目から開催される「Around The World ランチ」では、4 大陸・計 8 か国のカラフ

ルな料理が週替わりで登場。ディナータイムには、アジア地域にフォーカスを当てた飲み

放題付少人数会食プラン「Asian Beer Party」をご用意いたしました。さらに、ランチタイ

ム・ディナータイムを楽しむゲストのテーブルを「The World Cocktail」が彩ります。 

 

さぁ、心躍る世界旅行へ！ 

食べて（EAT：イート）+旅する（TRIP：トリップ）＝ “EaTrip～イートリップ～“ を

お楽しみください。 
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店舗：1 階 カジュアルダイニング Chef’s Table 

期間：2021 年 6 月 1 日～6 月 26 日 火～土曜日 

時間：ランチタイム 11:30～14:00（Lo.13:30） 

価格：1,500 円（税サ込） 

 

 

■第 1 週：6 月 1 日～5 日 ユーラシア大陸 

ベトナム…魚の熟成された旨味を感じるスープに米麺の食感がたまらない“牛肉のフォー” 

ドイツ…牛肉やトマト・たっぷりの玉ねぎをデミソースで煮込んだ“グヤーシュ” 

 

■第 2 週：6 月 9 日～12 日 アフリカ大陸 

モロッコ…柔らかくジューシーに焼き上げた“仔羊のロースト クスクス添え” 

イスラエル…トマトの酸味とスパイス、半熟たまごが食欲をそそる“シャクシュカ” 

 

■第 3 週：6 月 15 日～19 日 オセアニア大陸 

ニュージーランド…魚介の美味しさが凝縮された“天使の海老と魚介のパスタ” 

オーストラリア…揚げ焼きにしたサクサク食感がたまらない“チキンシュニッツェル” 

 

■第 4 週：6 月 22 日～26 日 アメリカ大陸 

メキシコ…数種類の具材をトルティーヤでタコス風に味わう“メキシカンプレート” 

ブラジル…シェフズテーブル特製 BBQ ソースで味わう串焼き“シュラスコ” 

 

※上記メニューは数量限定のため、事前のご予約をお勧めしております。 

 

 

 

 

店舗：1 階 カジュアルダイニング Chef’s Table 

期間：2021 年 6 月 1 日～9 月 15 日 火～土曜日 

   ※祝日を除く 

時間：ディナータイム 17:00～20:00 

（最終受付 18:30） 

価格：90 分フリードリンク付 5,000 円（税サ込） 

 

・世界の料理を味わいつくそう Around The World ランチ 

・お店でも、おうち時間にも Asian Beer Party 



 

アジア各国の“美味しいとこどり”！ 

天候に左右されない涼しい室内で、美味し

いお料理と冷えたお酒をカジュアルに楽し

むことができる夏季限定プランです。 

約 40 種類のドリンクが 90 分間飲み放題！ 

 

共用するお皿・トング等を使用しないた

め、全ての料理を個別にお皿に盛りつけて

ご提供致します。 

～MENU～ 

シェフズテーブル特製ポテトサラダ＆だだちゃ豆／ベトナム風生春巻き 

海老のトムヤム炒め（辛）／韓国風若鶏の唐揚げ ヤンニョムチキン風（辛） 

牛肉のフォー／杏仁豆腐とシャーベット 

 

また、アジアンビアのお料理を手軽にご自宅でも楽しんでいただけるよう、テイクアウト

商品もご用意いたしました。おうち時間のおともにいかがでしょうか。 

期間：2021 年 6 月 1 日（火）～ 9 月 15 日（水） 火～土曜日 ※祝日を除く 

時間：11:00～19:30 の時間内でお受け取りいただけます 

料金：4 人前 6,500 円（税込）／≪早期予約割引≫4 日前までのご予約で 500 円 OFF 

※テイクアウト商品のため、お持ち帰りが難しいお料理については内容が変更となります

のでご了承ください。詳しい内容につきましては店舗までお問合せくださいませ。 

 

 

 

店舗：1 階 カジュアルダイニング Chef’s Table 

期間：2021 年 6 月 1 日～6 月 26 日 火～土曜日 

時間：ランチ 11:30～14:00 

ディナー17:00～20:00（Lo.19:30） 

価格：800 円（税サ込） 

 

世界各国で愛されてきたカクテル 15 種類を 

ご用意しております。ランチ・ディナータイムの 

お食事に花を添えるひとときをお楽しみください。 

 

日本酒や桜リキュールを使用した Chef’s Table のオリジナルカクテルは、まるで聡明な侍

と可憐な大和撫子を思わせるドリンクです。 

 

・ The World Cocktail 



 

【Chef’s Table Original Cocktail】 

BUSHI 道／ファスター／ジャポネーゼ 

【World Beer】  

カールスバーグ／バドワイザー 

【World Cocktail】 

ホワイト・レディ／ジントニック／ギムレット／ギムレットハイボール／ソルティドッグ 

キール／ミモザ／キール・ロワイヤル／ブルドッグ／ジンフィズ／モスコミュール 

モヒート／ダイキリ 

 

■ 新型コロナウイルス感染症対策について 

ANA ホリデイ・イン仙台が属する IHG®（インターコンチネンタルホテルズグループ）で

は、グローバルレベルでの衛生基準「IHG クリーンプロミス」（※）を立ち上げました。

この IHG クリーンプロミスに基づき、レストラン Chef’s Table では、接客スタッフのマ

スク・手袋の着用や店舗各所へのアルコール消毒液の設置、ならびに密接・密集・密閉の

回避のためテーブル間隔を広く空けてご案内をしております。お客様の安心・安全を第一

に、今後も寛いでお食事をお楽しみいただけるよう安全の確保に努めながらお客様をお迎

えいたします。店舗の営業については、予告なくクローズさせていただく場合もございま

す。予めご了承ください。 

 

※IHG クリーンプロミス  

従来 IHG で定めている清掃基準「IHG ウェイオブクリーン」に加え、衛

生業界をリードする専門家の協力をもとに、新型コロナウイルス感染症に

対応するため更に強化された 衛生管理への新たな取り組み。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/ 

 

<ご予約・お問合せ> 

レストラン Chef’s Table TEL：022-256-5130 https://www.anaholidayinn-sendai.jp/ 

 

■ ANA ホリデイ・イン仙台について 

「古い歴史と新しい時代が調和する街、仙台———。」 

ANA ホリデイ・イン仙台（宮城県仙台市若林区、客室数 165 室）は、仙台市の中心に位置

し、ビジネスにもレジャーにも便利で快適なご滞在をご提供しております。ジュニアスイー

トルームを含む全 165 の客室は、広々として落ち着きのあるモダンな趣きでお客様に寛ぎ

の時間をお約束いたします。青葉城址、宮城県美術館、仙台市博物館、輪王寺など、仙台市

の主要な文化史跡や観光スポットを巡る旅の拠点としても理想的な立地となっております。 

2010 年 7 月、IHG のグローバルブランドであるホリデイ・インと ANA ホテルの共同ブ 

ランドホテルの第 1 号として誕生いたしました。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/
https://www.anaholidayinn-sendai.jp/


 

IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： 

IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記

の幅広いホテルブランドのポートフォリオを有する、インターナショナル企業です。  

 

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, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル イン

ディゴ, EVEN 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, voco™, 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, ホリ

デイ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイ

ーツ, キャンドルウッド スイーツ   

 

世界約 100 ヶ国に 5,900 ホテル、884,000 室を展開するグローバルホテルオペレーターで

す。さらに、世界、約 1,900 軒のホテルが開発中となっています。また、IHG のロイヤリテ

ィプログラム、IHG リワーズクラブは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、現在、

世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。 

 

 

ホリデイ・インホテルズ&リゾーツについて： 

ホリデイ・インブランドは、1952 年より世界中で、「Joy of Travel」をコンセプトにたくさ

んの旅行者たちをお迎えしてきました。グリーンのアイコニックなサインが特徴的なホリ

デイ・インホテルズは、心温まるサービスとコンテンポラリーなデザインでビジネス、レジ

ャー、そしてファミリーに思い出に残る体験をお届けしています。ホリデイ・インホテルズ

では、仕事や遊ぶために必要なアメニティをはじめ、子供は朝食無料となるフルサービスの

レストラン、ミーティングやビジネス設備や快適にお過ごしいただけるパブリックエリア

など、ご旅行をより楽しいものにする設備をご用意しています。 

詳細は、IHG 公式サイト https://www.ihg.com または、ホリデイ・インブランド公式サイ

ト：https://www.holidayinn.com をご覧ください。 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 

ANA ホリデイ・イン仙台  広報担当 ： 渋谷 

TEL：022-256-5111  FAX：022-256-5211  MAIL：tomomi.shibuya@ihg.com 

 

https://www.ihg.com/
https://www.holidayinn.com/
mailto:tomomi.shibuya@ihg.com

