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みんなが好きな「栗」と「ぶどう」の季節がやってきた！

秋の味覚の代表格「栗」と「ぶどう」をふんだんに使ったスイーツが
お目見え。「マロンショートケーキ」「マロンナポレオン」「カップケー
キ」のほか、フレッシュぶどうが並ぶコーナーも！さらに、9/24（火）か
らは平日ランチタイム限定で3ヶ国（日本・イタリア・フランス）の栗を
使った個性豊かなモンブランが登場。王道のローストビーフやアツア
ツのピッツァなど、多彩なお食事メニューもお楽しみください。

9/10（火）～10/31（木）

【ランチ】11:00～14:30（L.O.）※9/23（月・祝）までは11：30～

【ディナー】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
※繁忙日は2部制。 ※（　）内は土・日・祝料金。 ※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 
～栗とぶどうのハロウィーンパーティー～

NOC

秋は
ホテル

で

Halloween Party
ハロウィーン
パーティー

発行日：2019年9月1日

※本紙は9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。

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

ご予約・お問合せ  
　Tel.043-297-7676（宴会予約 平日11:00～19:00／土・日・祝9:00～19:00）

月に１度のBIGウエディングフェア

GRAND WEDDING FAIR 
ご結婚をお考えのおふたりに、

“ニューオータニウエディング”を
1日で体験いただけるフェアを開
催いたします。“見て・食べて・感じ
て”魅力が詰まったイベントが盛り
だくさん！ お気軽にお越しください。

9/8（日）・10/12（土）  9:00～19:00 
入場無料

【内容】
・ ご相談会
・ 模擬挙式／模擬披露宴
・ ウエディングメニュー試食会
・ コーディネートルーム展示
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千羽鶴 料理長 山内隆司が「松茸の炊き込
みご飯」「牛すじと根菜の煮込み」など、ホテ
ルの味をご家庭で気軽に再現いただける料
理を伝授いたします。終了後は実演メニュー
を含むランチ御膳をお楽しみください。

9/25（水）ご予約制
11:30～14:00
1名さま ¥6,000
NOC・NOL優待  ¥5,500
※料理教室、ランチ、税金・サービス料共

ご予約・お問合せ  
　Tel.043-299-1849（日本料理 千羽鶴）

お問合せ  Tel.043-299-1882
 　　　　　（ビューティサロン 10:00～18:00）
　　　　　  【チケット購入】Tel.043-299-1620
 　　　　　（レストラン予約 9:00～17:30）　 　 

9/1（日）～29（日）ご予約制 ※毎週月曜日を除く。

2名さま ¥18,000（通常1名さま ¥10,000）
※税金・サービス料共

選べるエステ(40分)と、人気のビュッフェや中
国料理など3店舗より選べるランチがセットに
なった女性のための日帰りプランが、期間中、
ペア利用で￥2,000引きに。この機会をお見逃
しなく！

女性限定特別プラン

エステ＆ランチ～開業月キャンペーン～ 
初開催！ 

料理長 山内隆司のお料理教室
NOC
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華やかなひとときを彩る、こだわりの料理と上質なおもて
なし。一流のエンターテインメントで忘れられない素敵な
一夜をお届けいたします。

12/22（日）  前川清＆クール・ファイブ  1名さま ¥40,000
12/24（火） 林部智史　　　　　  1名さま ¥28,000
12/25（水） 玉置浩二　　　　　  1名さま ¥45,000
12/27（金） 岩崎宏美　　　　　  1名さま ¥35,000

 予約受付開始   9/27（金）10:00～　 
 NOC会員先行予約  9/13（金）10:00～

クリスマス＆イヤーエンドを飾るディナーショー

ディナー＆コンサート2019
NOC
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日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、期間限定でレスト
ランをご利用いただいたみなさまに、開業26周年を記念した
お得な特典をご用意いたしました。

特典1  9/1（日）と平日のディナーのご利用で、
　　　1グループにつき1回、
　　　空くじなしのスピードくじをご用意！（9/30（月）まで）
特典2  ニューオータニレディースのピノル（NOLポイント）が
　　　ダブルポイントに！（10/31（木）まで）
　　　www.newotaniladies.com

9月はホテルニューオータニ幕張 開業月！

開業26周年プロモーション04
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 NOC優待 1名さま￥1,000割引

ご予約・お問合せ   Tel.043-297-7676（宴会予約 平日11:00～19:00／土・日・祝9:00～19:00）



実りの秋のごちそうメニュー
今月のホテルニューオータニ幕張

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

厳撰した和栗を使用した「モンブラン」
や「マロンロール」など“ 秋の味覚”を心
ゆくまでご堪能ください。昨年に続き、ま
るごと食べられるフレッシュなシャイン
マスカットをお好きなだけ！ 話題の「スー
パーメロンショートケーキ」も登場します。

また、低温でじっくりジューシーに焼き上
げたホテル伝統のローストビーフのほか、
出来たてシェフサービスのにぎり寿司や
天麩羅、国産牛の鉄板すき焼き（ディナー
のみ）、和・洋・中の人気の料理もライン
ナップいたします。

SATSUKIデリシャスビュッフェ ～和栗とシャインマスカット～ NOC

9/14（土）～11/24（日）までの毎週土・日・祝開催
【ランチ】1部 11:30～13:10（L.O.）※100分制  

　　　　　　 2部 13:40～16:00（L.O.15:20）
【ディナー】 17:30～20:30（L.O.）※時間制限なし

［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。

NOC

欅「松茸＆
ステーキランチ」

24階からの絶景とともに楽しむ

“松茸”を主役にした秋ならでは
のステーキランチが登場！ とろけ
るような旨みと松茸の香りが広
がる「ウニの軍艦」や「松茸香
る海鮮豆乳仕立て」をご用意。
目の前で焼き上げるステーキは、
ライブ感満載。音と香りが味わ
いをさらに引き立てます。

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

9/2（月）～10/31（木）
11:30～14:00
1名さま ¥5,800
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9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。

初秋
の
美食

一押し！

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

本場上海点心師が手作りする絶品点心
9種類とSATSUKIスイーツ、大観苑特製
チャイニーズスイーツ17種類を90分間お好
きなだけ！ なめらかな口溶けの「杏仁豆腐」
もご用意いたします。

優待  前日までのご予約で平日に限り￥200割引
　　　（大人料金のみ）

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

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「松茸御膳」
高級食材をリーズナブルに堪能

秋の味覚の王様“松茸”を贅沢に使用したランチ御
膳。松茸ならではの芳醇な香りと食感を堪能できる

「松茸の土瓶蒸し」をはじめ、多彩な料理をご用意い
たします。締めには松茸の旨みと香りがふわっと広
がる「松茸のおこわ」をお楽しみください。

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「天麩羅オーダー
ビュッフェ＆選べる小鉢」 NOC

“揚げたて”をお好きなだけ！

海老や鱚、烏賊、茄子など新鮮な食材を、職人が
ひとつひとつ丁寧にサクッとした衣で仕上げま
す。料理長こだわりの小鉢各種と合わせて心ゆ
くまでお召し上がりください。

9/1（日）～30（月）平日限定  
【ランチ】11:30～14:00（L.O.）  
【ディナー】 17:30～20:30（L.O.）
［大人］ ¥4,800（¥7,000）　［小学生］ ¥3,000（¥3,500）  
［幼児（4歳以上）］ ¥2,000（¥2,500）
※（　）内はディナー料金。　※除外日あり。　※隣接する「 Tokio」でご提供いたします。

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

香り高い紅茶とともに味わうホテ
ルメイドの本格スイーツが、遊び心
を添えたハロウィーンバージョンで
登場！ しっとり食感のスコーンは、
ジャムやクリームで味わいに変化を
付けてお楽しみください。

優待  前日までのご予約で
　　　平日に限り￥200割引

9/10（火）～10/31（木）
11:30～16:00（L.O.）
1名さま ¥2,800

アフタヌーンティーセット ～ハロウィーン～
NOC

9/1（日）～10/31（木）
11:30～14:00（L.O.）※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




