2大
レストランフェア
Restaurant Gourmet Fair

1.

ステーキ・鉄板焼き 神戸
「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「 大
栄」より髙木良栄オーナーが
来館。名門「 川岸牧場 」の
神戸ビーフもディナーに登場！

3

NOC

3/20（金・祝）〜22（日）
【 ランチ 】11:30〜14:30
¥6,000／¥9,000
【ディナー】17:00〜21:30
¥15,000／¥ 25,000

髙木劇場 ～驚きメニューと学べる肉講座～
肉の美 味しさを極 限まで引き出す

予約制

2020 March

各回10席限定

3/21（土）
・22（日）ディナーは残りわずか！

髙木氏のパフォーマンスと熱いトー 【 ランチ 】12:00〜14:00 ¥12,000
クをライブ感あふれるお席でどうぞ。 【ディナー】18:00〜20:00 ¥25,000
※ディナーは3/21（土）のみ

ご予約・お問合せ Tel.043-299-1850
（鉄板焼 欅）
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“ひつまぶし発祥の店”

名古屋「あつた蓬莱軒」フェア

名古屋の名店「あつた蓬莱軒」が幕張に

やってきます！ 愛知三河産のうなぎを炭火
焼きに。秘伝のタレにくぐらせた「ひつまぶ
し」はまさに垂涎ものです。本店では2 ～ 3

新・ホテルで

NOC

5/16（土）
・17（日）
【 ランチ 】11:30〜14:30
【ディナー】17:00〜20:00
¥6,500 / ¥8,500 / ¥13,000

時間待ちが当たり前と言われる本物の味
を、
この機会にご堪能ください。

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849（日本料理 千羽鶴）

GOLDEN WEEK 2020 in MAKUHARI
ピエール・エルメ・パリ×パティスリーSATSUKI

プレミアムスイーツコレクション

NOC

日仏を代表する人気パティシエによる、
夢の120分
間のスイーツビュッフェを心ゆくまでお楽しみください。

4/26（日）
1部 11:30〜13:30／2部 15:00〜17:00
〈各回120分（170名さま限定）〉
会場：テラス［ホワイエ 2階］
［大人］
￥11,000（NOC会員 ￥10,000）
［小学生］
￥8,000
※ご利用は小学生以上とさせていただきます。
※料金には、
スイーツビュッフェ
（お食事を含む）、税金・サービス料が含まれます。

予約開始：2/28（金）11:00より ホテルウェブサイト限定
〈NOC会員先行予約 2/27（木）11:00より〉

純烈ディナーショー

NOC

大人気の「スーパー銭湯アイドル」純烈のショーを、
ホテル自慢のお食事とともにお届けいたします。

5/1（金）

ディナー（コース料理）18:00〜／ショー 19:30〜
会場：鶴の間［2階］
￥20,000（NOC会員 ￥19,000）

※料金には、
ショー、ディナー、お飲物、税金・サービス料が含まれます。
※ご利用は18 歳以上のお客さまとさせていただきます。

純烈ディナーショー ご宿泊優待をご用意しております
モデレートルーム 1名さま（1室2名さまご利用時）￥7,200
※料金には、1 泊室料、朝食、税金・サービス料が含まれます。

ご予約・お問合せ

Tel.043-297-7676（平日11:00～19:00／土・日・祝9:00～19:00）

いちごとショコラの春がやってきた！
第 2 弾のテーマは『ストロベリー & ショコラ』。口どけなめらかな
「オペラ」や「ストロベリーチョコレートロール」、
ルビーチョコレート

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
NOC

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

ニューオータニクラブのご案内

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

をあしらった「パンナコッタ」などが登場します。人気の「スーパー

最新情報
お届け中！

あまおうショートケーキ」やピエール・エルメ・パリの「ソフトクリーム

のメンバーズクラブです。

セレスト」も引き続きラインナップ！ アツアツの「窯焼きピッツァ」や

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〉
）

カスタムメイドできる「サラダステーション」、
ホテル王道の「ロースト

※本紙は3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。

ビーフ」など、多彩なメニューを心ゆくまでお楽しみください。
発行日：2020年3月1日

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2弾 ］〜ストロベリー ＆ ショコラ〜

NOC

3/2（月）〜4/30（木）

【 ランチ 】1部 11:00〜12:30／2部 13:00〜14:30
【ディナー】※毎週金・土・日および特別開催日
金
18:00〜20:30（L.O.）
土・日 1部 17:30〜19:00／2部 19:30〜21:00
［大人］¥3,800（¥4,200）
［小学生］¥2,000［幼児（4歳以上）］¥900

※
（ ）
内は土・日・祝料金 ※繁忙日は開催時間が一部変更になる場合がございます。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

旬の

今月のホテルニューオータニ 幕張

味

一 押 し！

大 集 合！

春
グルメ

春 満喫

ビュッフェ

季節を感じる日本料理に舌鼓

千羽鶴「春薫る御膳 〜海老・鯛〜」

SATSUKI

大迫力の「海老唐揚げ」をはじめ、
メインには真鯛のカマを野菜ととも

デリシャスビュッフェ &
あまおうスイーツ NOC

に煮 込んで旨みを閉じ込めた「 鯛
の柚子胡椒風味」をご用意。海老
の風味がふわっと広がる「干し海老

3/22（日）まで

※2/22
（土）
～24
（月・休）
は除く。

11:30〜14:00（L.O.）
※土・日・祝は14:30まで。

1名さま ¥3,800

と筍御飯 」で春のさわやかさをいっ

“ いちごの王 様 ”博 多あまおう®を使 用した

優待

そうご堪能いただけます。

スイーツに加え、
「オペラ」や「スーパーメロン

NOC

前日までのご予約で
￥200割引

3/23（月）からは、山菜の天麩羅などが楽しめる
「春うらら御膳」をご用意します。

ショートケーキ」も登 場！ 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

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

（ディナー）
をはじめ、
店内で焼き上げるアツアツ
の「窯焼きピッツァ」など、
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。

4/26（日）までの毎週土・日・祝開催
【 ラン チ 】1 部 11:30 〜 13:10
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）

こちらもおすすめ！

STRAWBERRY
FAIR 2020

多彩な本格点心をお好きなだけ！

大観苑「飲茶&スイーツオーダー式ビュッフェ」

5/6（水・休）

まで開催中！

NOC

熟練の上海点心師が一つ一つ手作りする点心は、ア

※（ ）内はディナー料金

ツアツの湯気が食欲をかき立てます。ジュワッと肉汁が
あふれる「小籠包」もお好きなだけどうぞ！
［ロビィ階］Tel.043-299-1848
ご予約・お問合せ オールデイダイニング SATSUKI

3/31（火）まで
11:30〜14:30（L.O.）
※90分制 ※最終入店13:00

ホテルで楽しむ桜づくし

［大人］¥3,600
［小学生］¥1,500
［幼児（4歳以上）］¥900

DINNER

令和記念 桜ディナーコース

土・日・祝は前日までのご予約制

NOC

優待

春の食材を使用し、
お祝いの席にもぴったりな

SWEETS

新桜マカロン
桜の香りを閉じ込めた「桜マカロ
ン」と、新潟県魚沼市・青木酒造
「 鶴齢 」を使用した「 酒粕マカロ
ン」に、
ピスタチオやルビーチョコ
レートなどを加えた 、
うららかな
春にぴったりなパステルカラーの
マカロンです。

3/1（日）〜4月中旬
10:00〜21:00
7個入 ¥2,000
※税金別

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

もれなく、
大観苑の看板メニュー
「ふかひれスープ」
付き！

全5品の特別コース。宮崎県産尾崎牛をとろと

前日までのご予約で
平日に限り￥200割引
（大人料金のみ）

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

ろに煮込んだミニビーフシチューや、桜の花びら
の塩漬けがアクセントになった「桜ばらちらし寿
司」など、極上の逸品をお楽しみいただけます。

3/1（日）〜4/16（木）
1名さま￥15,000
17:30〜21:00
※3日前までのご予約制。

STAY

PREMIUM SAKURA DINNER & STAY
「令和記念 桜ディナーコース」付きプレミアム宿泊プランもございます。

3/1（日）〜4/16（木） 1名さま￥42,500〜

※料金には、1泊室料、
朝食、
夕食、
税金・サービス料が含まれます。
※料金はお日にちによって異なります。 ※ご予約は宿泊の3日前まで。 ※詳しくはホテルウェブサイトにて。

プレミアム七五三相談会

厳撰食材と最上階の眺望を満喫

欅「春の美食ステーキランチ」
絶 妙な火 入れで肉の美 味しさを
極めたステーキをはじめ、
シェフ厳
撰の「真鯛と帆立の鉄板焼き」や
「 和 牛と春 野 菜のポトフ」など、

プライベート感あふれる相談会を開催。衣裳や着付、

NOC

3/2（月）〜4/30（木）

旬の味覚が勢揃い。眼下に広が
る絶景とともにお楽しみください。
ご予約・お問合せ 鉄板焼 欅［ 24階 ］Tel.043-299-1850

入場
無料

写真、会食まで含まれたお得なパッケージプランも
ご用意します。

※3/20
（金・祝）
～22
（日）
は除く。

11:30〜14:00
1名さま ¥5,500

NOC

4/29（水・祝） 予約制 毎時3組限定
10:00〜15:00（最終受付）
予約開始：3/9（月）より
〈NOC会員先行予約：3/2（月）より〉
ご予約・お問合せ レストラン予約 Tel.043-299-1620（9:00～17:30）

［ロビィ階］Tel.043-299-1848
ご予約・お問合せ オールデイダイニング SATSUKI
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3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。

