
＃あ
まオータニ

¥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

MAP

2020.3.31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～

日本全国
いちごスイーツ祭！

2020.3.31まで 2020.3.31まで

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

2020.1.12~3.29まで

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）

…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

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。
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ホテルニューオータニ大阪

ホテルニューオータニ幕張
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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

2020.1.10～ 3.27の毎週金曜日

FR IDAY NIGHT BUFFET
-AMAOU SWEETS &
DJ MUSIC  LOUNGE -

あまお
うスイーツ

タニ

詳しくは
こちら！

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

HOTEL NEW OTAN I

[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。

いちごの王様「博多あまおう®」を
堪能できる３ヵ月。

2020.1.6 - 3.31

¥1,200¥1,200

ビュッフェで
あまおうスイーツを堪能

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。

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
インスタグラムキャンペーン

❶ホテルニューオータニの instagram

アカウント＠hotelnewotanitokyo

をフォロー

❷＠hotelnewotanitokyoをタグ付け
し、「#あまオータニ」をつけ、あま
おうスイーツの画像や動画を投稿

11:30~15:00 / 17:30~21:30

※土・日・祝日、及び（平日の）繁忙日は 2部制

¥1,200
¥1,100

上記の条件を満たした方から抽選でプレゼントをご用意！
詳しくはホテルウェブサイトをご覧ください。

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

スイーツ
全てに「博多あまおう®」を使っています

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。
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最上級版ショートケー
キ

！

AA

II

BB

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 あまおうプリン 1,200

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あまおうゼリー 1,100円
（全て税金別）

I レモン風味のジュレがさわやかな一品。
   ●いちごの杏仁プリンあまおうコンポート添え
    1,200円
    <大観苑（ザ・メイン 16階）>

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）　

CC

E

F

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　　

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ

限
定
ス
イ
ー
ツ

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

JJ

KK

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  SATSUK I ザ・メイン ロビィ階〈 〉

D

SATSUK 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〈 〉

和・洋・中の
個性豊かなスイーツ

TV
でも
取り
上げ
られた

、

話題
のパ
ンケ
ーキ

 新あまおうブリオッシュフレンチ

ガーデンタワー ロビィ階
ガーデンラウンジ〈 〉

G

H

J最高級“丹波の黒豆”に水羊羹ジュレとあまおう
   をあしらいました。
   ●あまおうみつ豆 1,600円
    <麺処 NAKANJIMA（ガーデンタワーロビィ階）>

K「博多あまおう®」のシャーベットの下に、マス
カルポーネクリームを忍ばせて。
●ベッラ・ヴィスタが贈るグランデセール
“真紅のいちご” 1,800円
 <ベッラ・ヴィスタ（ガーデンタワー 40階）>

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 5,500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。

[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

H

LL

L「博多あまおう®」とマスカルポーネチーズが層
になったグラススイーツ。ライムの香りがアク
セントに。あまおうのシャーベットとともにお
愉しみください。
●Amaou Strawberries & Mascarpone Mousse

Served with Amaou Sherbet 1,400円
<トレーダーヴィックス東京（ガーデンタワー 4階）>
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