
8
2019 August

ご予約・お問合せ　Tel.043-297-7676（宴会予約 直通） ご予約・お問合せ　Tel. 043-297-7676（宴会予約 直通）

ご家族が集まる夏休みにおすすめの少人
数プランをご用意しました。「そよ風の教
会」での『家族婚』、「光あふれる滝の教
会」での『リゾート婚』からお選びください。
アットホームな雰囲気で最高の一日を。

INFORMATION
家族で叶える挙式＆会食
Smart Wedding

9/30（月）まで
家族婚[6名さま] ¥300,000
リゾート婚[6名さま] ¥270,000（7・8月限定）
※料金には、挙式、お料理、お飲物、衣裳、美容着付、写真、ブライダルエスコート、
　税金・サービス料が含まれます。

笑う門には福来る！ 長寿の秘訣は笑うこと！ 今年は、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。
日本が誇る伝統話芸をご堪能ください。

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 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、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8月1日

※本紙は8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

旨味あふれる鉄板焼メニューが充実！

シェフが出来立てを提供するクッキングサービスに新メニューが登場！
人気の「ビーフステーキ」をはじめ、「塩麹漬け豚バラステーキ」や

「房総ハーブ鶏」を新たにご用意。ソースは全6種からお好みをお選
びいただけます。ホテル王道のローストビーフ、寿司、天麩羅（ディ
ナーのみ）などのお食事メニューや、濃厚なマンゴーとみずみずしい
ピーチを使った各種スイーツ全17品も心ゆくまでご堪能ください。

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）ディナーは時間変更あり。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）ディナーは料金変更あり。※詳しくはホテルウェブサイトにて。

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

真夏のグリルビュッフェ ～マンゴー&ピーチ～ NOC

NOC

NIGHT POOL 
THE AQUA
［ナイトプール ザ アクア］

9/8（日）まで ※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。
※税金共

［ガーデンプール］
SHELL POOL

NOC

9/8（日）まで
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。
※税金共

NOC

［プールサイドカフェ］
SHELL THE KITCHEN

ボリューム満点の「ビーフバーガー
サンドウィッチ」（¥3,000）や「トロピ
カルカクテル」（¥1,300～）など、リ
ゾート感あふれるメニューの数々を
お楽しみいただけます。

9/8（日）まで
11:30～16:00（L.O.）
18:00～21:00（L.O.20:30）
※ディナーのみ毎週月曜日を除く。（8/12は営業）
※税金・サービス料共

お問合せ  Tel.043-297-7777（代表経由）

Instagram
キャンペーン
実施中！

ご予約
受付中

お申込み
受付中

Grill & Sweets Buffet
夏こそ食べたい！

  Glamorous 
Summer 2019

～真夏の楽園～

グリル&スイーツビュッフェ



今月のホテルニューオータニ幕張

夏到来！
サマービュッフェ

ベイクドチーズケーキ

ピーチシェイブアイス

ピーチとマンゴーのショートケーキをはじめ、見た目も涼しげな
「ピーチコンポート」や「ピーチタルト」など夏のスイーツがずら
り。濃厚な「ベイクドチーズケーキ」は、ピンク色の生クリームなど
お好みのトッピングでもお楽しみいただけます。タイムサービスメ
ニューには、ピンクのマカロンが目を惹く「ピーチシェイブアイス」
が登場。自家製ピーチソースまたはレインボーシロップでどうぞ。

スイーツ&サンドウィッチビュッフェ 
～ピーチ&マンゴー～ NOC

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

9/8（日）まで
【ランチ】11:30～14:30（L.O.）  
【ディナー】 18:00～20:30（L.O.）

※毎週金・土・日および、8/12（月・休）～15（木）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。

3日間限定！

8/10（土）～12（月・休）
【ランチ】〈1部〉11:30～〈2部〉13:30～
【ディナー】 19:00～
［大人］ ¥4,200 ※8/12（月・休）はランチのみ。
※小学生・幼児は通常料金。

美味しいお料理とともに華やかなフラダ
ンスをお楽しみください。

ハワイアンフラダンスショー

NOCSATSUKI「鉄板ステーキディナーコース」
夏のエネルギーチャージに

8/30（金）まで ※ビュッフェ開催日を除く。
平日限定

17:00～21:00
1名さま ¥7,500

ブラックアンガス牛220gをメインに、
アミューズ、スープ、グリーンサラダ、
自家製窯焼きブレッド、デザート、コー
ヒーまでついたディナーコース。フォ
アグラステーキへのアップグレード

（料金別途）もおすすめです。

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

NOC欅「夏の美食ステーキランチ」
24階からの絶景とともに楽しむ

シェフが目の前で焼き上げるステーキ
をはじめ、トウモロコシの味わいがやさし
い冷製スープや季節の魚料理など、夏
の食材をたっぷりと使ったメニューをご
堪能ください。眼下に広がる東京湾の
景色とともに贅沢なひとときを。

ご予約・お問合せ  
　鉄板焼 欅【24階】　Tel.043-299-1850

9/1（日）まで
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

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8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。

おすすめ
メニュー

夏を満喫！

ニューヨークの名店「ROBERTA'S」
監修のピッツァが初登場！ ライブ感あふ
れる店内のオーブンで一気に焼き上げ
る王道の『マルゲリータ』、パイナップ
ル＆パクチー＆ハラペーニョがクセになる
『ハワイアンパンチ』をお好きなだけ！

新メニュー登場！ ニューヨークピッツァ

ご予約・お問合せ  中国料理 大観苑【ロビィ階】　Tel.043-299-1852

大観苑「飲茶＆スイーツ
オーダー式ビュッフェ」NOC

大観苑の人気メニューを90分間お好きなだ
け！ コース仕立てのメニューに、9種の点心と
中華王道スイーツやSATSUKIスイーツ全17

品をラインナップ！ 女子会やお仲間でのランチ
をお楽しみください。

優待  前日までのご予約で平日に限り￥200割引

9/30（月）まで
11:30～14:30（L.O.） 最終入店13:00
［大人］ ¥3,500  ［小学生］ ¥1,500
［幼児（4歳以上）］ ¥900
※土・日・祝は前日までのご予約制

NOC

8/31（土）まで
11:30～14:30
1名さま ¥3,500

自家製窯焼きチャーシューをはじめ、巻き海
老、ズワイ蟹の塩茹で、クラゲ、白身魚の香
り揚げ、きゅうりの甘酢漬けなど、たっぷりの
具が自慢の夏のイチオシ麺です。

こちらも

おすすめ！

NOC千羽鶴「彩り御膳」
高級食材を気軽に味わうチャンス

海の幸満載のランチ御膳が登場！特製トマトサラ
ダや野菜の握りなどメニューも多彩。鮪やウニ、
いくらなど全10種の具材は、赤酢の酢飯にのせて
「ばらちらし」としてもお楽しみいただけます。

8/30（金）まで
平日ランチ限定  2日前までの完全予約制

11:30～14:00（L.O.）
1名さま ¥4,500 ※税金・サービス料共

ご予約・お問合せ  日本料理 千羽鶴【ロビィ階】　Tel.043-299-1849

NOC千羽鶴「涼夏御膳」
本格的な日本料理をお気軽に

お好みでとろろをかけていただく「鰻とろ丼」や「冷やしかぼ
すうどん」など、見た目も涼しげなランチ御膳。「夏野菜と牛
すじの揚げ出し」は、にんにく醤油の香りが食欲をそそりま
す。人気の御膳で夏をご堪能ください。

8/31（土）まで
11:30～14:00（土・日・祝は14:30まで）
1名さま ¥3,800
優待  前日までのご予約で￥200割引

「五目冷麺」


