オモテ

漂う空間で極上メニューをご堪能いただけます。

プールサイドカフェ
・3（月・祝）
・5（水・祝）
5/2（日）
11：30〜15：00（ L.O.14：00 ）

5

場所：プールサイド（屋外）

（ 5/3 ）やモーニングエクササイズなどホテルでのご滞在中
にお楽しみいただけるイベントをご用意いたしております。

2021 May

日付・作業担当者
２
３
４
作業ＭＡＣ

334

プールサイド
カフェ
OPEN！
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肉厚のジューシーなポークカツサンドや素材の味
をシンプルに味わうハンバーガーなど、
リゾート感

1組さまずつ安心・安全にご案内
プライベート七五三相談会

FAIR INFORMATION

匠の味に、会いにゆく。

入場無料

3日前までの予約制

レンタル衣裳の試着にレストランの個室の見学、
写真撮影から七五三当日の流れまで、気軽にご

初開催

営養薬膳師

相 談いただけます。ご来 館 者さま限 定でお得な

NOC

「 七 五 三パッケージプラン」もご用 意しておりま

「菰田欣也の四川健美」フェア
こもだ

きんや

す。ぜひ、
ご家族皆さまでお越しください。

約 30 年にわたり「 四川飯店 」グループにて腕を磨いた

M

後に独立。火鍋専門店を2 店舗オープンし、2018 年に

C

満を持して南青山に完全予約制の「 4000 Chinese

5月5日（水・祝）、23日（日）
6月12日（土）、27日（日）
[1部]11:00〜 [2部]13:00〜 [3部]14:30〜

Retaurant（ヨンセン チャイニーズ レストラン）」を開業
した菰田欣也シェフが幕張初登場です。営養薬膳師で
もある菰 田シェフによる選び 抜かれた食 材や豆 板 醤な
ど、
こだわりの四川料理をお楽しみください。

Y

BL

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

海風を感じて、
新緑のリゾートを満喫！

7/2（金）〜4（日）
11：30〜14：30（L.O.）17：30〜21：00（L.O.）
￥5,500（ランチのみ）／￥11,000／￥16,500

菰田シェフのお料理教室

予約制

暑い日にも最適な「バンバンヂィー冷麺」や
「 豚 肉とチンゲンサイの炒め物 」など、全

3 品をわかりやすく実演した後は、当日の実
演メニューを含むランチをお召し上がりいた
だけます。テレビでもお馴染みのユーモア
あふれるトークにもご期待ください。
ご予約・お問合せ

7/3（土）
11:00〜14:00（10:30受付）
1名さま ¥10,000
（NOC会員・NOL会員 ¥9,500）
※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。

GWガーデンバーベキュー

Tel.043-299-1852 中国料理 大観苑［ロビィ階］

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

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

あふれる肉をお好みの加減で焼いてお

最新情報
お届け中！

召し上がりいただけます。喉を潤すフリー

のメンバーズクラブです。

フローのお飲物とともに、
ご家族やご友

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）

人と優雅な休日にいかがでしょうか。

※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。
（グランピングテント使用料、
テイクアウト商品を除く）
※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5月中の情報となります。※写真はイメージです。
発行日：2021年5月1日

NOC

5/1（土）〜5（水・祝）
および5月中の毎週土・日 ※5/15・22は除く
11:30〜15:00（L.O.14:00）
・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
※料金はいずれもフリーフロー、
税金・サービス料共
※バーベキューセットでノンアルコールの方は¥8,500
※キッズセットもご用意しております。

ワンランク上のキャンプ体験、
グランピング
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し、
非日常のアウトドアを演出いたします。

予約制

1棟使用料 ￥15,000
※1日1組限定
※別途、
ガーデンバーベキューの
お食事料金を承ります。

ご予約・お問合せ Tel.043-299-1620（レストラン総合案内 9：00〜17：30）
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今月のホテルニューオータニ 幕張
RE

旬顔スイーツ
続々登場！

自然の恵みに
感謝して

Seasonal Sweets

絶景とともに堪能する

サンドウィッチ＆スイーツプレゼンテーション

〜ホテルでCHA茶CHA〜

COMMEND

NOC

新・美食ステーキランチ

NOC

シェフが目の前で焼き上げるステーキは、
きめ細やかな

新茶シーズンに、抹茶や紅茶を贅沢に使用した“ お茶系スイーツ ”
が登

赤身と旨みたっぷりの脂の絶 妙なバランスで口の中

場！ほろ苦さがクセになる「タルト抹 茶ショコラ」に「 抹 茶ティラミス」な

でとろけるような味わいを実現。さわやかなハーブソー

ど、味も香りも多彩なスイーツが並びます。伝統のローストビーフやオリジ

スでいただく季節の魚と帆立の鉄板焼きなど、初夏に

ナルサンドウィッチなどのお食事もたっぷりとご堪能いただけます。

ぴったりなメニューでお届けいたします。

5/7（金）〜 6/30（水）
［ 平 日 ］11:00 〜 16:30 ※ 120 分制
［土・日・祝］11:00 〜 17:00 ※ 90 分制
17:30 〜 21:00（ L.O.20:00 ）※ディナーは土曜のみ
［ 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
ご予約・お問合せ

2

5/31（月）まで 11:30 〜 14:00（ L.O. ）1名さま ¥7,150

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

M

C
Y

スーパースイーツビュッフェ2021

〜抹茶とメロンとチョコレート
SATSUKIデリシャスフード
プレゼンテーション〜
NOC

職人が握る寿司やシェフのクッキングサービスでいただく揚げたて
サクサクの天麩羅、上品な旨みのローストビーフのほか京都の銘

BL

茶“ 宇治抹茶 ”
を使用したスイーツもラインアップ。メディアでも話

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1850 鉄板焼 欅［ 24階 ］

千葉県民の日を記念して

題のスーパーシリーズなど、ニューオータニ自慢のグルメをお召し上

食べて千葉を盛り上げよう！

がりください。

千葉グルメディナー

5/8（土）〜6/27（日）までの毎週土・日・祝開催
[1部]11:30〜13:00
[2部]13:30〜15:00

〜房総の恵み〜

17:30〜20:30（19:00最終入店）

9

県。6月１５日の千葉県民の日を記念して、館内 4
つのレストランで千葉県産食材を使ったスペシャ

イドのスイーツを贈ってみませんか。感謝を伝えるメッセージ入り
のアイシングクッキーを添えてどうぞ。1セット ¥2,700

新型コロナウイルス
感染症等への
安全対策について
掲載内容や営業時間等、

ルディナーをご用意しました。さらにペア（ 2 名）の

最新の情報はQRコードより

Tel.043-299-1848 オールデイダイニング SATSUKI［ロビィ階 ］

ご利用なら20%引きに！

ご確認いただけます。

※欅は除く

平日限定／予約制
6/15（火）まで［第 1 弾］
1 名さま ￥8,000
ペア
￥16,000 → ￥12 ，
800（ 20%OFF ）

母の日ギフトボックス 4/28（水）〜5/9（日）

いつもお世話になっているお母さまに、期間限定のギフトセットを

INFORMATION

ご予約・お問合せ

5/9（日）は母の日！

ご用意いたしました。1 年に1 度の特別な日だからこそ、
ホテルメ

1日各5組限定

海の幸・山の幸が豊富に揃う食材の宝庫、千葉

［ 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

MAY

もれなく
乾杯
ドリンク付

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1639

※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（ 1 名さま ￥12 ，
800 ）

TAKE
OUT

※千羽鶴イメージ

ご予約・お問合せ 詳しくはホテルウェブサイトにて。

パン＆ケーキ パティスリー
SATSUKI［ロビィ階 ］
NOC

公式ウェブサイト

: 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。
（グランピングテント使用料、
テイクアウト商品を除く）
※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5月中の情報となります。※写真はイメージです。

