ST AY

あまおうを 愉 し む 宿 泊 プ ラ ン

人気

No.2

夢見るいちご STAY

「ジェラート ピケ」の新作、いちご柄のおそろいパジャマとアメニティが付いた宿泊プラン。
いちごを
イメージした特別なお部屋で、
夢見るひとときを。

2 名さま 48,000 円

※料金には、1 泊室料、朝食、パジャマ＆アメニティ、税金・サービス料が含まれます。
※朝食・アフタヌーンティーセット付、朝食・ストロベリーピラミッド＆シャンパーニュ付プランもござ
います。詳しくは、お問い合わせください。
※ご予約は、
ご宿泊の 3 日前まで。

1 日限定 10名さま

Tea Time & Stay ～あまおう～

あまおう尽くしのアフタヌーンティーセット
をお部屋でお愉しみいただけます。

NOC 会員 2 名さま 48,100 円～

※料金には、1 泊室料、朝食、アフタヌーン
ティーセット、税金・サービス料が含まれます。
※ご予約はご宿泊の 3 日前まで。

フェア

スーパーあまおう
ショートケーキ

1 日限定 1 室

NOC 会員限定

あまおうスイーツ
HOTEL NEW OTANI

詳しくは
こちら

1,200 円（税金共 1,296 円）

5 5

（水・祝）

まで延長決定 !

「博多あまおう 」の
甘みを引き出した

極上ショートケーキ。

1 日限定 10名さま

スイーツ極上宿泊プラン ～あまおう～

満席必至「スーパーいちごビュッフェ 2021 ～あまおう

スイーツプレゼンテーション～」をご滞在中にお愉しみ
いただける宿泊プラン。

2 名さま 34,500 円～

NOC 会員

2 名さま 40,100 円～

一般

人気

No.3

※料金には、1 泊室料、税金・サービス料が含まれます。※朝食
付プランもございます。※ご予約はご宿泊の7 日前まで。

あまおう
ナポレオンパイ

人気

1,200 円（税金共 1,296 円）

No.1

「博多あまおう 」と
サクサクのパイ生地、
特製カスタードをたっぷりと。

ホテルのメインカフェで愉しむあまおうスイーツ
〈 ホテルニューオータニ幕張でもお愉しみいただけます 〉

800 円（税金共 864 円）

あまおうジュレを 2 種の生地で包んだ
新感覚スイーツクロワッサン。

数多くの著名人に愛され続けてきた

ふわとろ食感のパンケーキ。

3,200 円

3,000 円（税金共 3,240 円）

あまおうクロワッサン

あまおうパンケーキ

（税金共・サービス料別 3,520 円）

新エクストラスーパー
あまおうショートケーキ

新あまおうロール

1,200 円（税金共 1,296 円）

生クリームやあまおう、黒蜜あんこなど
こだわりの素材を

ふんわりロールしました。

あまおうブリオッシュ
フレンチトースト
3,200 円
（税金共・サービス料別 3,520 円）

1,100 円（税金共 1,188 円）

※SATSUKI 店内でお召し上がりの場合は、
別途税金10%、サービス料10% を加算させていただきます。

「博多あまおう 」の甘みを

ギュッと濃縮したゼリー。

SATSUKI スイーツ を
ご自宅へお届け！

あまおうパフェ

ジュレやグラノーラ、
アイスなど

※別途配送料がかかります。

様々な食感が愉しいパフェ。

3,000 円
（税金共・サービス料別 3,300 円）

あまおうゼリー

ご予約・お問合せ：Tel

03-5275-3177（SATSUKI 直通）

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、別途サービス料10%を加算させていただきます。

※イベント開催時などにより、料金は変更になる場合がございます。※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。
※写真はイメージです。※最新の営業状況や掲載内容の詳細は、ホテルウェブサイトをご覧ください。

詳しくはこちら

スーパーいちごビュッフェ 2021

5 5

～あまおうスイーツプレゼンテーション～

まで

「博多あまおう 」を使用した

レストランのおすすめ
あまおうメニュー

詳しくはこちら

好評により延長決定

ホテルメイドスイーツをお好きなだけ！

時間

新アフタヌーンティーセット

11:30〜 ※各 90 分制
［

平日

］

NOC 会員 5,000 円（税金共・サービス料別 5,500 円）
一般 5,500 円（税金共・サービス料別 6,050 円）

～あまおう～

6,200 円（税金共・サービス料別 6,820 円）

［ 土・日・祝日］
NOC 会員 5,900 円（税金共・サービス料別
一般 6,500 円（税金共・サービス料別

6,490 円）
7, 150 円）

※ウェブサイトからの事前予約制 ※時間はウェブサイトをご覧ください
※4/29〜5/5 は料金が異なります
お問合せ：Tel 03-5226-0246（ガーデンラウンジ直通）

スーパーあまおうショートケーキなど、

あまおう尽くしで優雅な午後のひとときを。
ご予約はこちら

Strawberry Fields

ストロベリーフィールズ

2,500 円（税金共・サービス料別 2,750 円）

希少な国産ウィスキー「ニッカセッション」と、
フレッシュなあまおうを合わせた贅沢な一杯。

POI NT

POI NT

POI NT

3

2

1

TARTE AUX FRAISES
タルト オ フレイズ

7,000 円（税金共 7,560 円）※直径約 18cm

パティスリー SATSUKI のスーパーシリーズのほか、
全 17 種類のスイーツがミニサイズで愉しめる！

ピエール・エルメ・パリのホテルニューオータニ限定

スイーツ
「ババロワーズ あまおう ピスタチオ」が登場！

バラエティ豊かな全 17 種のサンドウィッチも
お好きなだけ。

〈 ホテルニューオータニ幕張の SATSUKI でもお愉しみいただけます（土・日・祝日 限定）〉

“いちごの王様” あまおうを贅沢に使った

スイーツをデリバリー・テイクアウトで。

スイーツデリバリーは
こちら

