
New Lunch Menu
ご予約・お問合せ  詳しくはホテルウェブサイトにて。

5/1（土）～5（水・祝）
および 5月中の土・日※5/15、22を除く

11:30～14:30（L.O.） 
・ガーデンバーベキューセット 
 ￥10,000
・プレミアムバーベキューセット
 ￥15,000
※料金はいずれも税金・サービス料共

さわやかな風を感じて、ホテル
の厳選食材で味わう本格的な
バーベキュー。旨みあふれる肉
をお好みの加減で焼いてお召
し上がりいただけます。ご家族
やご友人と優雅な休日にいか
がでしょうか。

1棟使用料 ￥15,000 
※税金共
※1日1組限定
※別途、お食事料金を承ります。

ラグジュアリーなロータスベルテントで過ご
す、極上のひととき。広々としたテントの中
にはダイニングテーブルやソファをご用意、
非日常のアウトドアを演出いたします。

ご予約・お問合せ  Tel.043-299-1620（レストラン総合案内 9：00～17：30）

ワンランク上のキャンプ体験、グランピング 予約制

日仏のスイーツ界をリードする人気パティシエが夢の共演。オリジナルスイー
ツを心ゆくまでお楽しみいただけるプレミアムビュッフェです。

NOCプレミアムスイーツコレクション
2つのブランドを楽しめる究極のスイーツビュッフェ

4/29（木・祝）
［1部］11：30～13：30　［2部］15：00～17：00
［ 大 人 ］￥12,000／NOC会員・NOL会員 ￥11,000
［小学生］ ￥8,000
会場：ホワイエ・宴会場［2階］
※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。
※ホテルウェブサイト限定にて、ご予約を承ります。

ご予約・お問合せ  
 Tel.043-297-7676
 （宴会予約 平日12:00～18:00/土・日・祝9:00～19:00）

GWは毎日フェアを開催！ホテル自慢の美食コースメニューや、模擬挙式や模
擬披露宴を体感できる月に一度のグランドフェアをはじめ、ドレス試着、貸切
邸宅でのリゾートウエディング体験など、多彩なフェアを開催いたします。

4/29（木・祝） 絶景オーシャンビューの少人数ウエディングフェア
5/2（日） ドレス試着体験×SATSUKIスイーツテイスティングフェア
5/3（月・祝） 緑･光･水に包まれたプールサイドウエディング体験
5/5（水・祝） チャペル模擬挙式×コース料理＆パーティー体験フェア
※日程・時間により内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。
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※掲載料金は特別に記載があるものを除き、別途サービス料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。 
※諸般の事情により、掲載内容や営業時間を変更させていただく場合がございます。※本紙は4月中の情報となります。 ※写真はイメージです。

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  10:00～15:00（水・土・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

最新情報
お届け中！  

大人気のSATSUKIランチが、今春よりリニューアル！14種類ものみず
みずしい春野菜をお好きなだけ召し上がれるサラダバーや、芳醇な香り
漂う窯焼きブレッドも多数ご用意。りんごとパイナップルの甘酸っぱい
ソースで力強い肉の旨みを引き立てた煮込みハンバーグなど、メインは
王道の洋食メニューの中からお選びいただけます。

心地よい海風を感じて、春の楽園リゾートを満喫！
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GWウエディングフェア
多彩な体験ができるフェアを毎日開催！
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GOLDEN WEEK 2021ゴールデンウィーク2021

SATSUKIランチが
春色リニューアル！

NOC春のSATSUKIランチメニュー  千葉野菜のフレッシュサラダバー付！

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

5/31（月）まで 平日限定

11:00～14:00（L.O.13:30）
1名さま ￥3,080～



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。
※掲載料金は特別に記載があるものを除き、別途サービス料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。

※諸般の事情により、掲載内容や営業時間を変更させていただく場合がございます。※本紙は4月中の情報となります。※写真はイメージです。

※欅イメージ

公式ウェブサイト

新型コロナウイルス
感染症等への
安全対策について

掲載内容や営業日等、
最新の情報はQRコード
よりご確認いただけます。

INFORMATION

ご予約・お問合せ　
 詳しくはホテルウェブサイトにて。

4/9（金）～6/15（火）［第1弾］ 平日限定／1日5組までの予約制

1名さま ￥8,000
ペア  ￥16,000 → ￥12，800
※料金はいずれも税金・サービス料共

〈対象レストラン〉
SATSUKI／千羽鶴／
大観苑／欅（欅のみ1名さま ￥12，800）

海の幸・山の幸が豊富に揃う食材の宝庫、千葉県。6月
の千葉県民の日（6/15）を記念して、館内4つのレスト
ランで千葉県食材を使ったスペシャルディナーをご用意
しました。さらにペア（2名）のご利用なら20%引きに！

千葉グルメディナー
～房総の恵み～

食べて千葉を盛り上げよう！

今月のホテルニューオータニ幕張

NOC

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

4/25（日） 予約制
11:00～14:00
会場：宴会場［2階］
1名さま ￥7,000／NOC会員・NOL会員 ￥6,500
※料金には、レシピ、講習、お食事、税金・サービス料が含まれます。

「和の達人」として20年以上メディアに出演し、数々の料理を披露
してきた元「なだ万」調理本部長で現在ニューオータニ幕張日本料
理顧問である黒田廣昭が、初心者にも嬉しい“ 和食のいろは”を伝
授します。“こだわりの鰺フライ”や“やわらか豚の肉じゃが ”など全3

品の調理レッスンの後、実演メニューを含むスペシャルランチをお召
し上がりください。

 「和の達人」
黒田廣昭のお料理教室 

幕張クッキングアカデミー

自然の恵みを、
味わい尽くす。

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

4/25（日）までの金・土・日限定
お引渡し時間：11：30～13：00
1個 ￥3,996 ※税金共※3日前までの予約制（ご予約は2個より）

特典  5個以上のご予約で指定エリア内無料配達

昨年末、日本料理料理長に就任した天广淳（てんま じゅん）
が丹精込めてお届けする春爛漫弁当。彩り豊かなちらし寿司
をはじめ、やわからな"牛すじ煮込み"や"鰆麹味噌焼き"など、
20品目の品数を詰め合わせました。

春爛漫弁当 TAKE 
OUT

もれなく
乾杯

ドリンク付

スーパーいちごビュッフェ2021
～SATSUKIデリシャスフードプレゼンテーション～ NOC

5/5（水・祝）までの
毎週土・日・祝開催
[1部]11:30～13:00 
[2部]13:30～15:00 
17:30～20:00（19:00最終入店）

［ 大 人 ］￥6,600（￥7,700）
［小学生］ ￥3,025（￥3,300）
［幼児（4歳以上）］￥1,925（￥2,200）

※（ ）内はディナー料金 
※5/1～5は料金が異なります。

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

“パティシエ界のピカソ”とも称される
ピエール・エルメ氏が手掛ける限定あまおう
スイーツに加え、こだわりのいちごスイーツが
ビュッフェスタイルで登場。専門の職人が
握る寿司や揚げたてサクサクの天麩羅、
おろし生姜が利いた“SATSUKI特製和風
ビーフステーキ”（ディナーのみ）など多彩
な美食とともにご堪能ください。

春はおうちでお花見気分

その他の
いちご情報

詳しくはこちら

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

5/5（水・祝）まで
11:30～14:30（L.O.）
17:30～20:00（L.O.19:30）
※ディナーは毎週土曜日、5/1～4のみ

［ 大 人 ］￥4,400（￥4,950）
［小学生］ ￥2,530
［幼児（4歳以上）］￥1,320

※（ ）内は土・日・祝料金 
※土・日・祝のランチは2部制となります。
※5/1～5は大人料金が異なります。

サンドウィッチ＆
スイーツプレゼンテーション
～ストロベリー＆ショコラ～ NOC

特別な日に食べたいご褒美ス
イーツ“スーパーあまおうショー
トケーキ”と、“ストロベリー
ショートケーキ”の食べ比べが
実現 ！味わい深いチョコレートを
たっぷりと使用したスイーツもご
用意するほか、ゴールデンウィー
クにはスーパーシリーズも登場！

STRAWBERRY
FAIR 2021

ピスタチオ風味のダックワースに、香ばしいピスタチ
オのムース、フレッシュな「博多あまおう®」をトッピン
グしました。濃厚なピスタチオと、ジューシーなあまお
うとのマリアージュをお楽しみください。

Bavaroise Amaou Pistache
–ババロワーズあまおうピスタチオ–

STRAWBERRY
FAIR
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美食
の

世界

熟練の技術が
生み出す

ご好評につきゴールデンウィークまで延長


