Recommend Event&Fair!
初夏のおすすめイベント＆フェア

初夏の

〝 ごちそうビュッフェ

6

2017 June

“食べ尽くす

幸せ”を味わう

2 名さまで¥2,000 お得！

千葉県民の日 記念ディナー

千葉県民の日 謝恩宿泊プラン「いいね！ちば」

を記念して、
ホテルニューオータニの人気メニューを
6/15（木）の“ 千葉県民の日”

“千葉県民の日”記念ディナーと SATSUKI の「最強の朝食」が

特別料金でご堪能いただけるディナーコースをご用意いたしました。

付いたお得な 2 食付宿泊プラン。

7/14（金）まで 17:30〜21:00 1名さま ¥6,000／ペアディナー（2名さま）¥10,000

※欅は1名さま ¥10,000のプランもございます。
（前日までの予約制）
※除外日やメニューなど詳細はHPにて。※料金はいずれも税金・サービス料共

7/14（金）まで 1名さま ¥9,900〜（1室4名さまご利用時）
※1泊室料、
夕食・朝食付、税金・サービス料共

ご予約・お問合せ Tel.043-297-6666
（客室予約直通 8:30～20:30）

ご予約・お問合せ Tel.043-299-1620
（レストラン予約 9:00～17:30）

プレミアムシートをランチでも開催！

和食の名店「分とく山」
フェア

ムシート」と、野﨑料理長から直接学べる「野
﨑洋光のお料理教室」も開催！人気フェアに
つき、
ご予約はお早めに。

野﨑洋光のお料理教室

7/7（金）〜9（日） 予約制
11:30〜14:30
¥3,900／¥5,800
ディナー 17:30〜21:00
¥10,000／¥15,000

ランチ

7/8（土）限定 プレミアムシート
12席限定

予約制

事前振込制

ランチ

1部 11:00〜13:00
2部 13:30〜15:30
ディナー 1部 17:00〜19:00
2部 19:30〜21:30
1名さま ¥20,000

〝

多くの著名人や美食家から絶大な人気を誇
る、東京・南麻布「 分とく山 」の野﨑洋光氏
をお招きし、
フェアを開催いたします。名物の
「 鮑の磯 焼き」をはじめ、冷や汁（ランチの
み）など夏のメニューも登 場します。野 﨑 料
理長とカウンター越しでお話ししながら、出来
たての料理を味わえる12 席限定の「プレミア

予約制

野﨑料理長自ら、
胡麻豆腐やご飯3種
（おこわ・雑魚ご飯・薬味寿し飯）
を伝授
いたします。野﨑料理長監修
「キッチングッズ
（定価 ¥3,780）
」
のお土産付き
！

7/9(日) 11:00〜14:30
1名さま ¥10,000 ※レシピ、講習、食事、お土産、税金・サービス料共

オーダーメイド感覚で“出来たての味”をお楽しみください。
好きなものを好きなだけ食べられるのが、

ご予約・お問合せ Tel.043-299-1849
（日本料理 千羽鶴）

ホテルニューオータニ幕張

〒261- 0021 千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3

Tel. 043-297-7777
（ 代表）Fax. 043-297-7788

SNS公式アカウント
とっておき情報更新中！

本紙は6月中の情報となります。掲載料金は特別に記載があるものを除き、税金及びサービス料10％を加算させていただきます。写真はすべてイメージです。

hotelnewotanimakuhari
インスタグラム 公式アカウント hotel_newotani_makuhari
フェイスブック 公式アカウント

発行日：2017年 6月1日

サイズで、心ゆくまでお召し上がりいただけます。

SATSUKIデリシャスビュッフェ
ランチ 〈毎週土・日・祝〉11:30〜15:30（L.O.）

［大人］¥4,500 ［シニア(65 歳以上 ) ］¥4,000

ビュッフェの魅力。ホテルニューオータニ幕

寿司はもちろん、
ホテル伝統の料理は、
シェフ

張では、
さらに
“オーダーメイドの手仕事とお

や職人が“ 焼きたて・揚げたて・作りたて ”
をご

もてなし”
をプラスして、
ワンランク上の美味

用意。最上級のホテルビュッフェを存分にご

［大人］¥6,000 ［シニア(65 歳以上 ) ］¥5,500

しさをお届けします。たとえば寿司は、
ご注文

堪能ください。

［小学生］¥2,500 ［幼児 (4 歳以上 ) ］¥1,500

をいただいてから握るこだわりぶり。小ぶりな

メニューの詳細は次のページをご覧ください →

［小学生］¥1,700 ［幼児 (4 歳以上 ) ］¥1,000

ディナー〈毎週土曜日〉18:00〜20:30（L.O.）

ご予約・お問合せ オールデイダイニング SATSUKI【 1F 】 Tel.043-299-1848

今月のホテルニューオータニ幕張 〜人気のニューオータニグルメが大集結 ! 〜

MONTHLY RECOMMEND

SATSUKI デリシャスビュッフェ

上海

優待

大観苑の王道料理を一度にお召し上がりい
ただける人気のコースです。

ランチ 11:30〜14:30
ディナー 17:30〜21:00

※除外日あり ※土・日は前日までの予約制
（限定10組）

11:30〜14:30（L.O.）※13:00最終入店
［大人］
¥3,500（¥4,000）
［小学生］
¥1,500（¥2,000）
［幼児
（4歳以上）
］
¥900（¥1,000）

ANESE
JAP

和

ふかひれの湯葉巻煮込みや麻婆豆腐など、

6/30（金）まで

※ランチ・ディナーで提供していないメニューが一部ございます。
また、季節や仕入れ状況によってメニューが変更になる場合がございます。詳しくはHPにて。

肉

王道セレクション

優待

大観苑の王道メニューを90分間お好きなだけ！

アツアツをお届けするテーブルオーダーメニューも充実。ホテル伝統の味を心ゆくまでお楽しみください。

噛みしめるほどに溢れる美味しさを堪能

Collection

〜初夏のテーブルオーダーランチ〜

寿司や天麩羅、鉄板焼などの
“ 出来たての味 ”
を提供するシェフのクッキングサービスをはじめ、

MEAT

今月の一押しメニュー

※2名さまより承ります
1名さま ¥10,000

優待

優待

※
（ ）
は土・日料金

職人の技が光る旬の美味を贅沢に

優待

2日前までのご予約で新作チャイニーズスイーツ
マンゴーと雫 をサービス

たいかんえん

中国料理 大観苑【1F】

たいかんえん

中国料理 大観苑【1F】Tel.043-299-1852

ランチ・ディナー共通

ディナーのみ

ランチ・ディナー共通

ディナーのみ

じっくり低温で焼き上げるローストビーフに、
火を巧みに操り絶妙に仕上げる鉄板焼。

おすすめの旬のネタと、赤酢の効いたシャリが絶品の本格寿司。季節の野菜や魚介

肉の旨み溢れる2品は、
ご飯にのせて丼風にするのもおすすめです。

類を米油で揚げた天麩羅は、
サクッとした食感がたまりません。

STERN
WE

INESE
CH

洋

中

ここでしか味わえない特撰メニューが勢揃い

Tel.043-299-1852

鮑と海の幸御膳

優待

樋口料理長就任フェア

魚の燻製と旬野菜トマトジュレ掛けや鮑海鮮

3月に千羽鶴新料理長に就任した樋口聡に

味噌焼、雲丹真薯のお吸い物など、鮑と海の

よる就任フェアを開催します。旬の食材にこ

幸を使った御膳をご用意いたしました。スイーツ

だわり、素材の持ち味を最大限に生かした料

には甘味三点盛りをお召し上がりください。

理の数々をお楽しみください。

6/30（金）まで
11:30〜14:00（土・日・祝は14:30まで）
1名さま ¥3,500

6/30（金）まで
ランチ 11:30〜14:00（土・日・祝は14:30まで）

優待

1名さま ¥5,000

ディナー 17:30〜21:00

前日までのご予約で¥200割引

1名さま ¥10,000

日本料理 千羽鶴【1F】

日本料理 千羽鶴【1F】

Tel.043-299-1849

多彩な料理で味わう、受け継がれる本物の味

Tel.043-299-1849

スイーツ&
サンドウィッチビュッフェ

美食ステーキランチ

優待

シェフが目の前で焼き上げるステーキをはじめ、
あしたばとそら豆のクリームスープ、
“ 本日の

〜マンゴー & チェリー〜

魚の鉄板焼き～新緑のソースで～ ”
など、新

絶品スイーツとマウンテンローストポークが登場！

緑をテーマにしたメニューをお届けします。

6/30（金）まで

ランチ 11:30〜14:30
ディナー 18:00〜20:30

6/30（金）まで
11:30〜14:00（L.O.）
1名さま ¥5,000
優待
ランチのみ

ディナーのみ

ランチのみ

※ディナーは毎週土曜日、
6/30（金）開催
［大人］¥3,600（土・日・祝は¥3,800）
［小学生］¥2,000 ［幼児
（4歳以上）
］¥900
※繁忙日は2部制となる場合がございます。

前日までのご予約で平日に限り¥200割引

ランチ・ディナー共通

香ばしいパンとジューシーなカツが相性抜群のポークカツサンド、
ウニの濃厚な旨みが

小籠包や焼売など、人気の点心が日替わりで登場。山椒の辛みがクセになる辛口麻

広がるウニのクリームスパゲッティ。リピート続出のSATSUKI人気メニューです。

婆豆腐も食べ逃したくない一品です。

前日までのご予約で¥1,500割引
& 小籠包 2 個付き

けやき

鉄板焼 欅 【24F】

ティー＆カクテル ザ ラウンジ【 1F 】

Tel.043-299-1847

Tel.043-299-1850

SWEETS

スイーツ ファンを魅了する絶品スイーツをお好きなだけ

INFORMATION

おすすめ情報
父の日の贈り物にも

Shell the Garden

夏のレディースランチ
じっくり3時間煮込むことで美味しさを凝縮し
た豚肩ロースの赤ワイン煮込み、香り豊か
なグリーンピースの冷製豆乳スープなど、
新
緑の季節を彩るメニューをご用意しました。
スイーツは、
パティスリーSATSUKIスイーツ
またはアイスモンブランをどうぞ。
3点盛り、

6/1（木）〜8/31（木） 平日・女性限定
11:00〜14:00 1名さま ¥2,800
ランチ・ディナー共通

ランチ・ディナー共通

ニューオータニ特製パンケーキや旬のフルーツのケーキ、
グラススイーツなど、
パティス

オールデイダイニング SATSUKI【1F】

Tel.043-299-1848

販売期間 6/1㊍～7/13㊍
前売り料金
・ガーデンパーティーセット
（通常 ¥5,000）
¥4,000
［利用期間］
7/14㊎～9/3㊐
・ガーデンバーベキューセット
¥7,000（通常 ¥9,000）
［利用期間］
7/14㊎～9/18㊊㊗
※料金はいずれも税金・サービス料共
● 販売場所 フロン
ト、各レストラン及びHPにて

〜敬老の日スペシャル〜

2 レストランギフト券

1 夏のお得な前売券

3 幕張美浜寄席

●

各レストランの特別メニューをお召し

笑う門には福来る！長寿の秘訣は笑

●

上がりいただける「レストランギフト

うこと！春風亭小朝＆林家たい平によ

券 」をご用意しました。日頃の感謝

る、
特撰落語会を開催いたします。

の気持ちを込めて大切な方に届け

●

お問合せ Tel.043-299-1620（レストラン予約 9:00～17:30）

てみませんか。
販売期間 6/18㊐まで
有効期限 7/31㊊まで
● 料金 ランチ券 ¥5,500／グルメ券 ¥7,500
プラチナ券
（ギフトBOX・手提げ袋付）¥15,000
● 購入方法 各レス
トラン及びHPにて
●
●

お問合せ Tel.043-299-1620（レストラン予約 9:00～17:30）

期日 9/18㊊㊗〈 敬老の日〉
時間 お食事 11:30～12：50
落語会 13:00～14：20
● 料金 大人 ¥11,000
シニア
（70歳以上）
¥10,000
● 予約開始日 6/10㊏ NOC 10:00～
一般 11:00～
●

お問合せ Tel.043-297-7676

（バンケッ
トコーディネーション 9:30～19:00）

リーSATSUKIの人気メニューをお好きなだけお召し上がりいただけます。
本紙は6月中の情報となります。掲載料金は特別に記載があるものを除き、
税金及びサービス料10％を加算させていただきます。写真はすべてイメージです。

