
憧れの「スーパーあまおうショート」も登場！
お待ちかね、いちごの季節の到来です！ 1・2月のテーマは
“Berry & Berry”。いちごをふんだんに使用した「いちごタル
ト」「いちごロール」「ナポレオンパイ」に「スーパーあまおう
ショート」と王道の「いちごショート」の食べ比べなど、計20種
のスイーツが登場する“いちごづくし”のビュッフェをお楽しみ
いただけます。ご予約はお早めに。

SNS公式アカウント  
とっておき情報更新中！

@hotel_newotani_makuhari

@HotelNewOtaniMakuhari

発行日：2020年1月1日

※本紙は1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  ティー＆カクテル ザ・ラウンジ［ロビィ階］Tel.043-299-1847

12/27（金）～2020.3/1（日）
【ランチ】 11:30～14:30（L.O.）  【ディナー】 18:00～20:30（L.O.）  ※毎週金・土・日開催
［大人］¥3,800（土・日・祝 ¥4,200）  ［小学生］¥2,000  ［幼児（4歳以上）］¥900
※12/30（月）～2020.1/3（金）は開催時間・料金が異なります。
※繁忙日は部数制。  ※詳しくはホテルウェブサイトにて。
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2020.3/20（金・祝）～22（日）
【ランチ】 11:30～14:30  ¥6,000／¥9,000
【ディナー】 17:30～21:30  ¥15,000／¥ 25,000

ご予約・お問合せ　Tel.043-299-1850（鉄板焼 欅）

神戸発！ ステーキ・鉄板焼き「大栄」フェア
「食べログ」で3年連続ステーキ部門1位を獲得し
た人気店が今年も登場！ 国内外を問わず、一流ア
スリートが毎晩のように訪れる神戸「大栄」より髙
木良栄オーナーが来館。オーナー自らが腕を振るう
「髙木劇場」も開催します！

美味しく学ぶ!2大
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グルメイベントSpring Information

NOC

スイーツ&サンドウィッチビュッフェ
新・ホテルでいちご狩り［第1弾］ ～Berry & Berry～ NOC

ウエディングプレヴュー
半年に一度の総合フェア！

ホテル全館がウエディング一色に彩られる特別な
1日。チャペルでの模擬挙式や人気メニューの試食
など、多彩なイベントをご用意するほか、来場者限
定のスペシャルプランも！ この機会をお見逃しなく。

2020.2/1（土）  10:00～19:00
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 など

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）

スペシャルメニューも登場！

2020.3/21（土）・22（日）
【ランチ】 12:00～14:00  ¥12,000
【ディナー】 18:00～20:00  ¥25,000
※ディナーは3/21（土）のみ

髙木劇場 ～驚きメニューと学べる肉講座～
予約制 各回10席限定

肉は牛の体温と同じ温度にしてから焼くなど、肉の美味
しさを極限まで引き出す髙木氏のパフォーマンスと熱い
トークを堪能できるスペシャルシートをご用意しました。

ご予約・お問合せ　Tel.043-299-1849（日本料理 千羽鶴）

特別なプログラムもご用意

割烹スタイルで旬のふぐ料理や名物
「鮑の磯焼き」も味わえる、12席限定
のお席をご用意しました。

2020.2/22（土）
【ランチ】11:30～　
【ディナー】17:00～／19:30～
1名さま ¥23,000 
※税金・サービス料別

鮑とふぐを味わうプレミアムシート
予約制 各回12席限定

南麻布「分とく山」フェア ～早春のおもてなし～
2020.2/22（土）～24（月・休）
【ランチ】11:30～14:30  
¥4,000／¥6,000／¥10,000
【ディナー】17:30～21:00  
¥10,000／¥ 15,000

伝統的かつ独創的な日本料理を提供する名店｢分と
く山｣より野﨑洋光氏を招き、3日間限定のフェアを
開催します。ひと足早く春を感じられる、「分とく山」
ならではのおもてなし料理をぜひご堪能ください。
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本店では数年待ちという幻のお料理教室を特別開
催！ 桃の節句やお祝いの席にもぴったりな「五目ちらし
寿司」（写真・右）や鶏肉料理など3品を伝授します。

2020.2/23（日・祝）　
11:00～14:00（受付10:30）
1名さま ¥10,000（NOC会員 ¥9,500）
※料金にはレシピ、講習、お食事、
　お土産（オリジナル調味料セット¥3,500相当）、
　税金・サービス料が含まれます。

予約制

野﨑料理長のお料理教室

新
さらにバージョンアップ！

いちご狩りホテルでBerry & Berry

00

※画像はイメージです



今月のホテルニューオータニ幕張

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1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。

春の

こだわりビュッフェ”“

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

“いちごの王様”と称される博多あまおう®を使用したあまおうス
イーツに加え、大人の味わいを楽しめる「オペラ」や「スーパー
メロンショートケーキ」など、スーパーシリーズも登場いたしま
す。お食事は、ホテル伝統のローストビーフやにぎり寿司、天
麩羅をはじめ、甘辛いタレを絡ませながら焼き上げる「国産牛
の鉄板すき焼き」（ディナーのみ）など、ライブ感あふれるシェフ
のクッキングサービスで“できたて”をお召し上がりください。

12/28（土）～2020.4/26（日）の毎週土・日・祝および特別開催日
【ランチ】11:30～15:00（L.O.）※繁忙日は2部制

【ディナー】17:30～20:30（L.O.）※時間制限なし　
※12/31（火）～2020.1/5（日）は開催時間・料金が異なります。   
※詳しくはホテルウェブサイトにて。

［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

SATSUKIデリシャスビュッフェ 
& あまおうスイーツ NOC

アフタヌーンティーセット 
～Strawberry～ NOC

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

2020.3月下旬まで
【SATSUKI】11:00～17:00  平日限定
【ベイコートカフェ】11:30～16:00
1名さま ¥2,800

イタリア産リコッタを使用して焼き上げ、旬を迎える大粒の「博多あま
おう®」5粒をトッピング。さらに、元祖くず餅「船橋屋」の「くず餅乳酸
菌®」入りゼリーや豆乳カスタード、アーモンドミルククリームなど、健康
に配慮した厳撰素材を使用。ふわふわの食感をお楽しみください。

新・あまおうパンケーキ NOC

ホテル特製のサンドウィッチと
ともに、「いちごショートケー
キ」や「いちごマカロン」が並
ぶアフタヌーンティーセットをご
用意いたしました。窓の下に広
がる絶景を眺めながら、至福の
ひとときを。

12/27（金）～2020.3/1（日）
11:30～16:00（L.O.）
1名さま ¥2,800

優待  前日までのご予約で
　　　平日に限り￥200割引

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

新春
グルメ

一押し！

NOC欅「新春美食ステーキランチ」
旬の美味と最上階の眺望を満喫

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

2020.1/5（日）～2/29（土）
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

お好みの焼き加減でご提供するステーキは、噛むほどに肉の
旨みが広がる一品。冬の味わい「鱈のポワレとポテトのピュー
レのフュージョン」は、口の中で味が完成する、鱈とポテトの
“美味しい融合”をお楽しみください。

大観苑「飲茶&スイーツオーダービュッフェ」
多彩な本格点心をお好きなだけ！

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

2020.1/14（火）～2/29（土）
11:30～14:30（L.O.） ※90分制  ※最終入店13:00

［大人］ ¥3,600  ［小学生］ ¥1,500

優待  前日までのご予約で平日に限り￥200割引

熟練の上海点心師が一つ一つ手作りする点心は、
セイロから立ちのぼるアツアツの湯気が食欲をか
き立てます。ジュワっとあふれだす肉汁がたまらない
「小籠包」も、お好きなだけお召し上がりください。

土・日・祝は前日までのご予約制

NOC千羽鶴「蟹・ふぐ御膳」
季節を感じる日本料理に舌鼓

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

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

2020.2/2（日）まで ※12/30（月）～2020.1/6（月）を除く

11:30～14:00（L.O.） ※土・日・祝は14:30まで

1名さま ¥3,800

冬の最強グルメクーポン　      1枚 ￥4,000
ウインターパーティークーポン　1枚 ￥6,000
※税金・サービス料共

［販売期間］インターネット 
　　　　　 2020.1/31（金）まで
［ご利用期間］2020.2/29（土）まで
※除外日あり。※詳しいメニューはホテルウェブサイトにて。

優待  前日までのご予約で￥200割引

冬の味覚“蟹”と“ふぐ”をふんだんに使用したランチ御膳。ふぐの
独特な歯ごたえが絶品の「炙りふぐと鉄皮のサラダ仕立て」をはじ
め、「蟹甲羅焼き」は濃厚な蟹味噌の味わいをお楽しみいただけま
す。〆には蟹の旨みがスープにたっぷり溶け込んだ「蟹雑炊」で、
最後の一滴までご堪能ください。

館内レストランでお得に
ご利用いただけるグル
メクーポン。お仲間との
会食や職場の新年会
はもちろん、プレゼント
にもおすすめです。

NOC

もれなく、大観苑の看板メニュー
「ふかひれスープ」付き！

お得な冬の前売券冬のレストランクーポン




