最強の10連
休

幕張 で過ごす
ンリゾート
アーバ

！

GLAMOROUS
GOLDEN WEEK

4

27

4

〜 6
5

手ぶらでラクラク、心地よい

ガーデンバーベキュー

2019 April
NOC

心地よい風を感じながら、バーベキューをしませんか？
準備や後片付けは一切不要！ホテル自慢の食材を豪
快に焼いて、気軽にアウトドア気分をお楽しみください。

4/27（土）〜5/6（月・休）
11:30〜14:30
［大人］¥5,500/¥8,000/¥12,000 ［お子さま］¥3,500
4

5

28

ピエール・エルメ・パリ× パティスリーSATSUKI

プレミアムスイーツコレクション
スイーツビュッフェ夢の120分

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

5

1

純烈 歌謡ショー
〜新しい元号の幕開けは純烈とともに〜

5
NOC

NOC

NOC

スペシャルバージョン「なきむしヒーローとゆうきのきし」

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

日仏のスイーツ界をリードする、2 人の人気パティシ
エのスイーツビュッフェを心ゆくまでお楽しみください。

「スーパー銭 湯アイドル」として知 名 度 急 上 昇！

こどもの日に、お子さま・お孫さまのホテルデビュー。

今話題の純烈のショーを心ゆくまでお楽しみください。

お子さまが大好きなお食事とそれいけ ! アンパンマン

会場：テラス
（ホワイエ）
【2F】
〈1部〉11:30〜13:30
〈2部〉15:00〜17:00
〈3部〉18:30〜20:30 追加開催決定！

5/1（水・祝）
お食事（コース料理）12:00〜
ショー
13:30〜

ショーをお楽しみください。

［大人］¥10,000（NOC会員 ¥9,000）
［お子さま
（小学生）］¥8,000

¥18,000（NOC会員 ¥17,000）

4/28（日）

会場：鶴の間【2F】
※料金には、
ショー、
お食事、
お飲物、
税金・サービス料が含まれます。
※18歳未満のお客さまのご入場はご遠慮いただいております。
※お席は1卓10名掛けの相席となります。
※NOC会員はプライベートテーブルとなります。
（1名さまでのご予約は相席）

※料金には、
スイーツビュッフェ
（お食事を含む）
、
税金・サービス料が含まれます。
※ご利用は小学生以上とさせていただきます。

ご予約・お問合せ
1部はお電話にてお問い合わせください。
（宴会予約 9:30～19:00）
Tel.043-297-7676
2部・3部はインターネットにて受付中。

5/5（日・祝）
お食事（着席ビュッフェスタイル）
それいけ! アンパンマン ショー
アンパンマンとの記念撮影会
会場：宴会場【2F】

11:30〜12:30
12:30〜13:10
13:10〜

［大人］¥10,000（NOC会員 ¥9,000）
［お子さま
（2〜12歳）］¥4,000
※料金には、
ショー、
お食事、
税金・サービス料が含まれます。

ご予約・お問合せ

ご予約・お問合せ

Tel.043-297-7676（宴会予約 9:30～19:00）

Tel.043-297-7676（宴会予約 9:30～19:00）

GOLDEN WEEK ANOTHER EVENTS
ホテルイベント

宿泊者限定 日帰りツアー

ハワイアン・ルアウ・ビュッフェ…… 4/29

ナイトいちご狩りツアー …………… 4/27

新元号カウントダウン …………… 4/30

千葉都市モノレール車両基地見学ツアー

フラワーアレンジメント教室………… 5/3

…………………………………… 4/30

SUPヨガ ……………… 4/29、5/1・3・5
占いコーナー …………………… 5/2・3
卓球コーナー ……………… 4/27〜5/6 など

佐原 春の小江戸巡り……………… 5/2
房総のむら タイムトリップ ………… 5/3

※上記以外にも開催いたします。詳しくはHPをご覧ください。
※写真はイメージです。

茶摘み＆茶葉作りツアー ………… 5/6

シェフの技が光る極上の味わいを 24 階の特等席で

ご予約・お問合せ Tel.043-297-7777
（代表経由）

熟練のシェフが目の前で焼き上げる

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
NOC

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

: ニューオータニクラブ会員特典をご用意しております
（店舗により内容が異なります）。
他の特典・優待の併用はいたしかねます。詳しくはお問い合わせください。

SNS 公式アカウント
とっておき情報更新中！
@HotelNewOtaniMakuhari
@hotel_newotani_makuhari

NOC

ニューオータニクラブのご案内

確かなステイタスと、
さらに上質のサービスをお楽しみいただくため
のメンバーズクラブです。
ご入会・お問合せ Tel. 0120-804408
（ニューオータニクラブセンター事務局 10:00～18:00〈日・祝を除く〉
）

※本紙は4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。※食材の入荷状況により、
メニュー内容が変更になる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

発行日：2019年 4月1日

を贅 沢に盛り込んだ特 撰ランチ。

春の美食ステーキランチ
4/30（火・休）まで
11:30〜14:00（L.O.）
1名さま￥5,500

ステーキをはじめ、春野菜たっぷりの

東京湾を一望する特等席で、
ロゼ・

ブイヨンスープや新玉葱と一緒に味

シャンパーニュ（別料金）を片手に

優待

わう帆 立の鉄 板 焼など、旬の食 材

優雅なひとときをお過ごしください。

ご予約・お問合せ 鉄板焼 欅【 24F 】Tel.043-299-1850

前日までのご予約で平日に限り￥200割引
けやき

今月のホテルニューオータニ 幕張

一 押し！

春はホテルで
！
いちご狩り

春の
美食

春の味覚が満開

春うらら御膳

スイーツ＆サンドウィッチビュッフェ

ホテルでいちご狩り

〜ストロベリー&ハニー〜

日本 料 理を気 軽に楽しめる、毎 年 人 気
の春御膳。今年は「桜鱒と春大根のサ

NOC

ラダ」
「海老と帆立の春キャベツ胡麻ク

大好評の「フレッシュいちごの 3 種の食べ比

リーム焼き」をはじめ、上品な出汁でいた

べ」や定番いちごスイーツに加え、
「はちみつ

だく「鶏つくねと白魚の紙鍋」、ほんのり

ロール」
「カップケーキ」
「はちみつレモンゼ

桜色の「 桜海老と青豆のごはん」など、

リー」など、春らしいカラフルスイーツが登場！

春の美味をたっぷり盛り込みました。

お食 事もローストビーフなど、ホテルの王 道

4/21（日）まで
11:30〜14:00（土・日・祝は14:30まで）
¥3,500

メニューをお楽しみいただけます。

4/26（金）まで
11:00〜14:30（L.O.）
※90分2部制

NOC

優待

※日により15:00～の部も追加開催あり

18:00〜20:30（L.O.）※繁忙日は90分2部制
［大人］¥3,800（¥4,200）
［小学生］¥2,000
［幼児（4歳以上）］¥900

前日までのご予約で￥200割引

ご予約・お問合せ 日本料理 千羽鶴【1F】

Tel.043-299-1849

※ディナーは毎週金・土・日、
の平日に開催。
3/18（月）～4/4（木）
詳しくはHPにて。
※
（ ）
内は土・日・祝料金

ゴールデン
ウィーク

4/27（土）〜5/6（月・休）
開催決定！
「ホテルでいちご狩り&
スーパースイーツビュッフェ」開催
［大人］¥5,000 ※詳しくはHPにて
ご予約・お問合せ
ティー＆カクテル ザ・ラウンジ
【1F】 Tel.043-299-1847

SATSUKIデリシャスビュッフェ 〜あまおう〜

NOC

健康と美味しさを実現

「あまおうショート」
「あまおうナポレオンパイ」などの“あまおう”

大観苑「レディースランチ」

スイーツ15 種類に「フレッシュあまおう」もお楽しみいただける、
“あまおう”づくしの夢のビュッフェ。お食事はローストビーフや
寿司、天麩羅（ディナーのみ）などをできたてでご堪能ください。

オリーブオイルと相性のよい食
材を用いたヘルシーランチ。サ

4/21（日）までの土・日・祝開催
ランチ 〈1部〉11:30〜13:10 ※100分制
〈2部〉13:40〜16:00（L.O.15:20）
ディナー〈1部〉17:30〜19:10 ※100分制
〈2部〉19:40〜22:00（L.O.21:20）
［大人］¥5,000（¥6,500）［小学生］¥2,000（¥2,800）
［幼児（4歳以上）］¥1,200（¥1,700）
※
（ ）
内はディナー料金

ラダには叉焼や蒸し鶏、
ピータ
ンに加え、胡桃やパクチーなどを
トッピング。オリジナルブレンドの
八穀米「 Jシリアル」を使用した
蟹レタスチャーハンは素材の旨
みをご堪能ください。

※詳しくはHPにて

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

ご予約
受付中！

行楽のおともに

春爛漫弁当

11:30〜14:30
NOC

4/27（土）スタート！

「鯛と筍ご飯」をはじめ、
「桜

SATSUKI

鱒西京焼き」や「 菜の花辛

デリシャスビュッフェ
〜宇治抹茶〜

NOC

子 漬け」
「 桜 餅 」など、旬の
海の幸 、山の幸をふんだん
に盛り込んだ、料理長こだわ
りの春限定の弁当です。

TAKE OUT

［女性特別料金］¥3,800
［通常］¥4,300

4/21（日）まで ※除外日あり
11:30〜13:00
1個 ¥3,500（税金別）

特典

※3日前までの予約制
（2個より承ります）
特典

5個以上で指定エリア内無料配達

※詳しくはHPにて

前日までのご予約で
「ルイボスレモンティー」をサービス

ご予約・お問合せ
たいかんえん

中国料理 大観苑【1F】

Tel.043-299-1852

ご予約・お問合せ 日本料理 千羽鶴【1F】 Tel.043-299-1849

※詳しくはHPにて

NOC

: ニューオータニクラブ会員特典をご用意しております
（店舗により内容が異なります）。他の特典・優待の併用はいたしかねます。詳しくはお問い合わせください。

※本紙は4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。※食材の入荷状況により、
メニュー内容が変更になる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

