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ご予約・お問合せ  Tel.043-297-7777（代表経由）

ご予約・お問合せ　Tel.043-299-1620（レストラン予約 9:00～17:30） ご予約・お問合せ　Tel. 043-297-7676（宴会予約 9:30～19:00）

毎時3組さま限定でご案内するプレミアム
感あふれる相談会を開催！衣裳や着付、
写真に会食まですべてが含まれたパッ
ケージプランもご用意いたします。

INFORMATION
すこやかな成長を願って
プレミアム七五三相談会

7/21（日） 〈予約制〉
10:00～15:00（最終受付）
入場無料
予約受付　　           7/1（月）～
NOC会員先行予約　6/15（土）～

笑う門には福来る！ 長寿の秘訣は笑うこと！ 今年は、独特の風
貌と巧みな話術でお茶の間を盛り上げる三遊亭小遊三と、
落語界に絶えず新風を吹き込む春風亭小朝が夢の共演。
ご予約受付中！

美浜寄席～敬老の日スペシャル～
三遊亭小遊三・春風亭小朝 特撰落語会

9/16（月・祝）
お食事（寄席弁当） 11:30～12:30
落語会 12:30～13:50
[1名さま] ¥11,000　[シニア（70歳以上）] ¥10,000
※料金には、美浜寄席、寄席弁当（健康ドリンク付）、
　税金・サービス料が含まれます。

発行日：2019年7月1日

※本紙は7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。

SNS公式アカウント  
とっておき情報更新中！

@hotel_newotani_makuhari  

@HotelNewOtaniMakuhari

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。

ニューオータニクラブのご案内

 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〉）

NOC

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

: 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。

NOC

OUTDOORPOOL

［シェル プール］
SHELL POOL

NOC

7/13（土）～9/8（日）
10:00～17:00 ※最終入場16:00
※8/10（土）～15（木）は9:00～17:00

［平日］ ¥5,000
［土・日・祝および8/13～15］¥12,000
※お子さま（4歳～小学生）は半額。

NIGHT POOL THE AQUA［ナイトプール ザ アクア］
7/13（土）～9/8（日） ※毎週月曜日を除く。（8/12は営業）

18:00～21:00 ※最終入場20:00

［平日］ ¥3,500
［土・日・祝および8/13～15］ ¥4,000 
※入場は中学生以上。
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夏の人気フルーツが最強スイーツに大変身！

ピーチ＆マンゴーの絶品スイーツがビュッフェに登場！ 夏を感じるショート
ケーキやグラススイーツ、見た目も華やかな「ピーチタルト」などが並びます。
食事メニューには、ホテル伝統のローストビーフや特製サンドウィッチ、パスタ
のほか、お好みの具材とドレッシングで仕上げるサラダステーションも復活し
ます。ピンクの世界をイメージした店内装飾もお見逃しなく！

7/9（火）～9/8（日）
11:30～14:30（L.O.）

18:00～20:30（L.O.） ※毎週金・土・日開催。

［大人］ ¥3,600（¥3,800）  ［小学生］ ¥2,000  ［幼児（4歳以上）］ ¥900
※（  ）内は土・日・祝料金。  ※8/10（土）～15（木）は料金変更あり。 ※詳しくはホテルウェブサイトにて。

ご予約・お問合せ  ティー＆カクテル ザ・ラウンジ【ロビィ階】 Tel.043-299-1847

スイーツ&サンドウィッチビュッフェ ～ピーチ＆マンゴー～ NOC

NOCNOC

・火&金曜日　 DJ NIGHT　
・水曜日　　　LADIES NIGHT　  女性限定 1名さま ￥2,500

・木曜日　　　COUPLE NIGHT　 カップル限定 2名さま ￥6,000
・土曜日　　　LADIES 1 COIN      女性限定 ￥500の1コインドリンクを販売
・日曜日　　　GROUP NIGHT　  グループ限定 4名以上のご来場で１名さま無料

【EVENT SCHEDULE】

Glamorous
Summer

Peach & Mango

ピーチ&
マンゴー！Instagram

キャンペーン
実施中！



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7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。

ご予約・お問合せ  

　日本料理 千羽鶴【ロビィ階】　Tel.043-299-1849

千羽鶴「涼夏御膳」 NOC

見た目も涼しげなランチ御
膳。にんにく醬油が食欲をそ
そる「夏野菜と牛すじの揚げ
出し」をはじめ、夏の美味し
さが広がるメニューの数々を
お楽しみください。食後には、
ホテル自慢のスイーツをどうぞ。

7/1（月）～8/31（土）
11:30～14:00
（土・祝・日は14:30まで） 

1名さま ￥3,800

優待  
前日までのご予約で￥200割引

ご予約・お問合せ  

　鉄板焼 欅【24階】　Tel.043-299-1850

欅「夏の美食ステーキランチ」 NOC

夏野菜のラタトゥイユでいた
だく「穴子のスパイシーな衣を
まとった揚げ焼き」や、カウン
ター越しでシェフが焼き上げる
ステーキを季節の野菜ととも
に。ホテル最上階で贅沢なひ
とときをお過ごしください。

7/1（月）～9/1（日）
11:30～14:00
1名さま ￥5,500

優待  前日までのご予約で
　　　平日に限り￥200割引

ホテルで夏のパワーチャージ！

この夏は、ジューシーな鉄板焼をお好きなだけ！人気のビーフステー
キをはじめ、千葉県産ハーブ鶏やスタミナポークをガーリックやお
ろしポン酢、パクチーを使用したアジアンソースなど、お好みで合
わせてお召し上がりください。握り寿司やスパイシー料理、豆乳を
使用したヘルシーメニューもおすすめ。ホテル自慢のスイーツは、
アップルマンゴーとピーチを中心に全17品をご用意いたします。

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

7/13（土）～9/8（日）までの毎週土・日・祝、および8/9（金）～16（金）開催
【ランチ】 11:30～15:00（L.O.） ※100分制。

【ディナー】  17:30～20:30（L.O.） ※時間制限なし。
※8/3（土）夜は時間変更あり。※8/9（金）はディナー、8/16（金）はランチのみ。　

［大人］ ¥5,000（¥6,000） ［小学生］ ¥2,000（￥2,500）
［幼児（4歳以上）］ ¥1,200（￥1,500） 
※（  ）内はディナー料金。 ※8/3（土）夜は料金変更あり。※詳しくはホテルウェブサイトにて。

真夏のグリルビュッフェ ～マンゴー＆ピーチ～ NOC

今月のホテルニューオータニ幕張

ご予約・お問合せ  

　ペントハウスラウンジ 
　ベイコートカフェ【24階】
　Tel.043-299-1850

アフタヌーンティーセット ～ピーチ＆マンゴー～
NOC

優待  前日までのご予約で
　　　 平日に限り￥200割引

「マンゴーロール」「ピーチショート
ケーキ」「マンゴーマカロン」など
の季節のスイーツをはじめ、趣向
を凝らしたメニューをご用意しまし
た。窓の外に広がる絶景と至高
の時間をお楽しみください。

7/9（火）～9/8（日） 
11:30～16:00  

1名さま ¥2,600

ご予約・お問合せ  

　中国料理 大観苑【ロビィ階】　Tel.043-299-1852

NOC

優待  前日までのご予約で
　　　 平日に限り￥200割引

テーブルオーダー式ランチビュッフェ～点心＆スイーツ～

本場上海点心師が作る「絶品小籠包」
「 ふかひれ入り蒸し餃 子 」などの 点
心をはじめ、「タピオカ入りココナッツミ
ルク」、喉ごし爽やかな「 愛

オーギョーチー

玉子 」や
SATSUKIスイーツなどを90分間心ゆく
までご堪能いただけます。

7/1（月）～9/1（日）
11:30～14:30（L.O.）
※8/10（土）～18（日）は内容変更あり。
※土・日・祝は前日までのご予約制。

［大人］ ￥3,500
［お子さま（4歳～小学生）］ ￥1,500

一押し！涼やか夏ランチ

NOC

幕張ビーチ花火フェスタ2019 観覧席付プラン
フリードリンク付ガーデンセット＆花火プラン

お食事のあとは、国内最大級23,000発の花火を観覧席でどうぞ。

販売期間：8/1（木）まで
日時：8/3（土）
　　 お食事開始時間：16:30～
　　 観覧席開場時間：17:00～
・ガーデンパーティーセット＋観覧席 　￥6,000～ 
・ガーデンバーベキューセット＋観覧席 ￥9,000～
※NOC会員は16:00よりご予約を承ります。
※観覧席、選べるセット（フリードリンク付）、税金・サービス料共。
※詳しくはホテルウェブサイトにて。

夏を満喫
！

気軽にお楽しみいただけるフリードリンク付パーティーセットやバーベキューを
ご用意しました。ご家族やご友人と、思い出に残る夏のひとときを。

ビアテラス＆バーベキュー
Shell The Garden

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

アウトドアプール50%OFF券付のお得な前売券です。

「Shell The Garden」前売券
お得に楽しもう！

 販売期間：   〈フロント、各レストラン〉7/5（金）まで 
　　　　     〈ホテルウェブサイト〉    7/31（水）まで
 ご利用期間：【ランチ】7/13（土）～9/8（日） 
　　　　　【ディナー】7/6（土）～9/16（月・祝）

 前売券料金（フリードリンク付、税金・サービス料共）
  ・ガーデンパーティーセット（全6品）　　　￥4,000（通常￥5,500）
  ・ガーデンバーベキューセット（全5品）　　￥7,000（通常￥9,500）
  ・プレミアムバーベキューセット（全8品）　 ￥12,000（通常￥15,000）

グランピングプラン
ランチ・ディナー各1組限定

テント使用料（1棟）：￥20,000  （食事代別途）
お食事は下記のいずれかをご注文ください。 
・バーベキューセット （1名さま ￥9,500）
・プレミアムバーベキューセット（1名さま ￥15,000）

※荒天時など、ご利用いただけない場合がございます。

3日前までのご予約制

本格的な日本料理をお気軽に 24階からの絶景とともに楽しむ

シャンパーニュ
ボトル付！

ラグジュアリーなロータステントで、話題の「グランピング」を日帰り体験！

【ランチ】11:30～15:00
【ディナー】17:30～21:00


