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ビュッフェで楽しむ味覚の秋 !!
厳撰した“ 和栗 ”“シャインマスカット”をふんだんに使用した「和栗
ショート」や「和栗ミルフィーユ」、「シャインマスカットタルト」で秋の味
覚をご堪能ください。糖度14度以上のマスクメロンで作る「スーパーメロン
ショート」など、全17種類をご用意いたします。芳醇な香りが広がる
フレッシュなシャインマスカットもお好きなだけ！ お食事メニューには、和・
洋・中の人気の料理（全50種類）もラインナップいたします。

11/24（日）までの毎週土・日・祝および10/19（土）～22（火・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。

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

SATSUKIデリシャスビュッフェ ～和栗とシャインマスカット～ NOC

発行日：2019年10月1日

※本紙は10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）

※料金には、コンサート、ディナー、お飲物、税金・サービス料が含まれます。
※NOC会員のお客さまは¥1,000割引にて承ります。

1. 前川清＆クール・ファイブ …………………  12/22（日） 1名さま ¥40,000   

2. 林部智史 ……………………………… 12/24（火） 1名さま ¥28,000   

3. 玉置浩二 ……………………………… 12/25（水） 1名さま ¥45,000   

4. 岩崎宏美 ……………………………… 12/27（金） 1名さま ¥35,000   

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。

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

年末のホテルニューオータニ幕張は、
フェアやイベントが盛りだくさん。
カップルで、ご家族やお仲間で、
思い出に残るひとときをお過ごしください。

2019Y Near end ews
ホテルで過ごす令和最初の年末

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）

家族で叶える挙式＆会食
開業26周年記念  
Smart Wedding ～感謝を込めて～ 

開業26周年を記念して『 26

万円』の特別なプランが登場！
「そよ風の教会」でご夫婦の
誓いを立てたあとは、絶好のロ
ケーションが楽しめる会場で、
プライベート会食を。

12/25（水）まで 
¥260,000

※挙式、衣裳、美粧、スナップ写真、介添、税金・サービス料共。
※挙式後の会食追加は1名さま ¥17,000から承ります。

特典  新郎新婦2名さま分の会食をプレゼント！

そば打ち一筋40余年“そば打ちの神様“とまで
呼ばれる高橋邦弘氏と2人の愛弟子による師
弟共演のそばの会を開催いたします。令和最
初の年の締めくくりに、感動の手打ちそばをお召
し上がりください。

12/14（土）・15（日）
【ランチ】11:30～14:30
【ディナー】17:00～20:00

1名さま ¥5,500 / ¥7,500 / ¥11,000
会場： 宴会場 2F 
※詳しくはホテルウェブサイトにて。

ご予約・お問合せ　
Tel.043-299-1849（日本料理 千羽鶴）

達磨一門 × ホテルニューオータニ 

翁達磨 年越しそばの会

「山梨 翁」大橋 誠氏

高橋邦弘氏

「しながわ 翁」高野幸久氏
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今こそ食べたい“秋グルメ”
今月のホテルニューオータニ幕張

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

「モンブラン」「マロンロールケーキ」をはじめ、かぼちゃ
スイーツなど秋のホテル定番スイーツが充実。“ ハロ
ウィーンパフェステーション”では、アレンジ自在のオリ
ジナルパフェをお楽しみください。食事には「“ 黒 ”唐
揚げ」「ブラックバーガー」などの“ちょい怖メニュー”
に、店内で焼き上げる「窯焼きピッツァ」も登場します。

チョコレートやマシュマ
ロでカラフルアレンジも
楽しい、キュートなパフェ
ステーションが登場！

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

10/31（木）まで
【ランチ】 1部 11:00～12:30（L.O.）  
                2部 13:00～14:30（平日のみL.O.15:00）

【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  ※（　）内は土・日・祝料金。

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10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。

秋の
美食

一押し！

ご予約・お問合せ　
　パティスリーSATSUKI【ロビィ階】　
　Tel.043-299-1639

10/31（木）まで
10:00～21:00
・ハロウィーンカボハット（写真左）       
・ハロウィーンニャンタン（写真右）    各¥850
・ハロウィーンコンビ 2019
 （ニャンタンとカボハットのセット）          ¥1,700
※いずれも税金別。

ホテルメイドの本 格スイーツが、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
に変化を付けてお召し上がりください。

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

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 
～ハロウィーン～ NOC

優待  前日までのご予約で
　　　平日に限り￥200割引

ミニパフェ

自分で
アレンジ

ハロウィーン焼き菓子

NOC欅「松茸&ステーキランチ」
24階からの眺望とともに楽しむ

“ 松茸 ”を主役にした贅沢なステーキランチが登場！
シェフが目の前で焼き上げるステーキをはじめ、豆乳
出汁が鯛と帆立の相性を引き立てる「松茸香る海
鮮豆乳仕立て」や、松茸の芳醇な香りをご堪能いた
だける「松茸の炊き込みご飯」をご用意します。

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

10/31（木）まで
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千羽鶴「松茸御膳」
高級食材をリーズナブルに堪能

“ 松茸 ”を贅沢に使用したランチ御膳。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

特典  前日までのご予約で￥200割引

10/31（木）まで 
11:30～14:00（L.O.）※土・日・祝は14:30まで  
1名さま ¥3,800

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「松茸弁当」
秋の味覚をご自宅で

秋の味覚の王様“松茸”の美味しさを存分に散りばめ
た豪華な弁当。実りの秋にふさわしい旬の食材を中
心に、全19品もの海の幸・山の幸を盛り込みました。

11/30（土）まで ※3日前までのご予約制

お引渡し時間 11：30～13：00
1個 ¥3,800 ※税金別。 ※ご注文は2個より承ります。

特典  5個以上のご購入で指定エリア内無料配達

TAKEOUT

TAKEOUT

NOC

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」
絶品点心9種類とスイーツ17種類を90分間
お好きなだけ！

10/31（木）まで
11:30～14:30（L.O.） ※最終入店 13:00

［大人］¥3,500 ［小学生］¥1,500 
※土・日・祝は前日までのご予約制

ワンランク上の味を心ゆくまで

11/30（土）まで
11:30～14:30（L.O.）
1名さま ¥4,200

「海老と蟹の旨味スープそば」


