
¥1,200
¥1,100

THE SK Y BUFFET

大人 6,500円（7,000円）
お子さま 4,000円
大人 9,500円（10,000円） 
お子さま 6,000円

2020.5.6（水・休）まで

NOC会員  3,600円（4,100円）
大人  4,200円（4,700円）
お子さま  2,500円（2,800円）

あまおうスイーツ &
サンドウィッチビュッフェ  
～新・ホテルでいちご狩り～

スーパーあまおうショートケーキ 新あまおうロール あまおうゼリー

TOWER BUFFET
～あまおうスイーツ～

大人 4,800円（5,300円）
お子さま 3,000円（3,500円）

大人 7,300円（7,800円） 
お子さま 4,500円（5,000円）

主役の「博多あまおう®」を引き立たせるため、素
材・製法にこだわったショートケーキ。スポンジ
には、カステラにも使われる長崎県産「太陽卵」
を使用した生地と、隠し味で黒蜜を加えたしっ
とりとした生地の 2 種類を用意。生クリームに
は九州大牟田産の48%生クリームを使用。

特製生地で、「博多あまおう®」や黒蜜あん
こ、濃厚な生クリームをふんわりと包んだ
優しい味わいのロールケーキ。

「博多あまおう®」の甘みをギュッと濃縮し
た、ジューシーな果汁たっぷりのゼリー。
シンプルに味わえるグラススイーツです。

2020.1.10 ～ 3.27の毎週金曜日

FR IDAY NIGHT BUFFET
-AMAOU SWEETS &
DJ MUSIC  LOUNGE -毎週日曜・祝日及び、毎月最終土曜日

11:30~14:30

大人  5,000円
 フリーフロー付　7,000円
NOC会員（フリーフロー付） 　  　6,000円 

お子さま  3,000円

[ご予約・お問合せ ] Tel. 03-3265-1111（代表経由） ※（　）内は土・日・祝日料金。 ※料金は税金・サービス料別。 ※画像はイメージ。

（ガーデンタワー ロビィ階）

18:00 ～ 21:00（L.O）

日本庭園を眺めながら、
バラエティ豊かなサンドウィッチと
あまおうスイーツを愉しむ。

360度の絶景とともに、
ステージキッチンから
出来立ての料理をお届け。

南国情緒溢れる愉しい店内で、
世界の料理とあまおうスイーツを

堪能。

ロゼスパークリングワインとともに、
あまおうスイーツを愉しむ

大人のためのナイトビュッフェ。

¥1,200¥1,200

ビュッフェで
あまおうスイーツを堪能

あまおうゼリー

あまおうタルト

あまおうロール

スーパーあまおう
ショートケーキ

ビュッフェで提供している
スイーツは
パティスリー SATSUKI でも
お買い求めいただけます。

11:30~15:00 / 17:30~21:30
※土・日・祝日、及び（平日の）繁忙日は 2 部制

（ガーデンタワー 40階） （ザ・メイン 17階） （ガーデンタワー 4階）

Sparkling Brunch Buffet
ブランチビュッフェ

大人  6,800円
 （スパークリングワインフリーフロー付）  
　  6,000円（お食事のみ）
お子さま  3,500円（4～12歳）

11:30~14:00 / 17:30~21:00
※土・日・祝日及び、（平日の）繁忙日のランチは 2部制

11:30~14:30（土・日・祝日 ~15:00）
※土・日・祝日、及び（平日の）繁忙日は 2部制

ホテル最上階の絶景レストランで
ローストビーフなどホテルニューオータニ

王道メニューもたっぷりと。

好評につき
延長決定！

2020.5.6（水・休）まで 2020.5.6（水・休）まで 2020.5.6（水・休）まで

フェアあまお
うスイーツ
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2020.5.6まで延長決定！

＃あ
まオータニ

日本全国
いちごスイーツ祭！

… スイーツビュッフェ開催有り

… あまおうアラカルトメニュー有り

… あまおうドリンクメニュー有り

ホテルニューオータニ高岡

ホテルニューオウミ

NASPAニューオータニ

新潟

北海道

石川富山

滋賀
鳥取

福岡
佐賀

熊本

千葉
東京

神奈川
大阪

  ホテルニューオータニ
（東京）

ホテルニューオータニ大阪

ホテルニューオータニ幕張

ニューオータニイン札幌

ニューオータニイン東京

ニューオータニイン横浜
プレミアム

ホテルニューオータニ博多

ホテルニューオータニ佐賀

ホテルニューオータニ長岡

金沢ニューグランドホテル

詳しくは
こちら！

グループホテル
アソシエイトホテル

日本全国 11 都道府県のニューオータニホテルズで
個性あふれるあまおうスイーツが登場！

#あまオータニ
Instagramキャンペーン

FOLLOW ME!

# あまオータニ  @hotelnewotani tok yo をつけて
インスタグラムへ投稿すると抽選で素敵な景品がもらえる！
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N 貴腐ワインとあまおうの蜜のように甘いカクテル。
　● ストロベリールージュ 2,800円
　<タワー・カフェ（ガーデンタワー 40階）> 

あまおうとバニラクリームの相性が抜群。
フレジエ ア リュイル ドリーヴ エ ア ラ 

ヴァニーユ 8,000円（税金別）　

E

G 新あまおうブリオッシュフレンチ
トースト 2,800 円　H あまおうパ
フェ 2,200円　　
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日
本庭園を眺めながら、
優雅なひと時を

レストランで愉しむ、絶品あまおうスイーツ

大人のあまおうカクテル

MM

NN

素材や味わいのバランスを
緻密に計算し尽くした、
最上級のショートケーキ。

3,000円

新エクストラスーパー
あまおうショートケーキ

2種類の生地を愉しめる
やみつきになる

魅惑のふわとろ食感。
2,800円

新あまおう
パンケーキ

いちご尽くしのハイクオリ
ティーなラインナップ。

6,200円

※インターネットにて
2日前までの予約制

あまおう
アフタヌーンティーセット

パティスリー  SAT SUK I ザ・メイン ロビィ階〈 〉

D

S AT SUK I ザ・メイン ロビィ階〈 〉

さっくりと焼き上げたタルトにあまおう
をたっぷりと。　
タルト オ フレイズ 7,000円（税金別）　

トゥールダルジャン  東京
ザ・メイン ロビィ階〈 〉

ピエール・エルメ・パリ
ザ・メイン ロビィ階〈 〉

TV
でも
取り
上げ
られた

、

話題
のパ
ンケ
ーキ

ガーデンタワー ロビィ階
ガーデンラウンジ〈 〉

G

H

Mあまおうピューレにドン ペリニヨンを注いで。
　● マーベラスレオナルド 5,000円
　<バーカプリ（ザ・メイン ロビィ階）>

形を選りすぐった
「博多あまおう®」

ダイスカットし、
吉野葛で仕上げた
「博多あまおう®」

国産八穀米 J シリアルを
使用したスポンジ

玄米卵を使用した
スポンジ

フランス産はちみつで
マリネした
「博多あまおう®」

ライチ

和三盆を加えた
アーモンドミルククリーム

隠し味の
ブロンズチョコレート

ホテルニューオータニ（東京） 〒���-���� 東京都千代田区紀尾井町�-�　Tel. ��-����-����　www.newotani.co.jp

※特別に表記のあるものを除き、税金・サービス料別。 ※画像はイメージ。  ※販売期間は仕入れ状況などにより変更となる場合がございます。　

[アクセス] 東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」 D紀尾井町口より徒歩3分 / JR中央線・総務線、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」麹町口・赤坂口より徒歩8分

G

食べあるキングとは？
約 30名の食べ歩きの達人達による、SNS時代を
代表するグルメユニット。テレビでのメディア
活動をはじめ、数々の食にまつわる企画をプロ
デュースしています。

田中里奈さんプロデュース
飲むショートケーキ
2,000円
<ガーデンラウンジ（ガーデンタワー  ロビィ階）>

F

あまいけいきさんプロデュース
あまおういちご＆ちーずのあんみつ
 2,000円

<KATO’S DINING & BAR（ガーデンコート ロビィ階）>

田中里奈さんプロデュース
あまおうソースの
マカデミアパンケーキ
～いちごと練乳の濃厚マリアージュ～
<TOWER BUFFET （ガーデンタワー  40階）>で
お召し上がりいただけます。

里井真由美さんプロデュース
あまおうソースで食べる♪
抹茶フレンチトースト
<ガーデンラウンジ（ガーデンタワー  ロビィ階）>
の「あまおうスイーツ＆サンドウィッチビュッ
フェ」でお召し上がりいただけます。
　　

コラボメニューコラボメニューコラボメニュー

NEW!

BUFFETメニューにも登場！

A スーパーあまおうショートケーキ 1,200 円   B あまおうクロワッ
サン 800円　C 新あまおうエクレア 1,500円　Dあまおうナポレオ
ンパイ 1,200 円　E 新あまおうロール 1,200 円  F  新 edoくず餅あま
おうパンナコッタ 1,200円  Gあまおうゼリー 1,100円 （全て税金別）

CC


