今年の夏は四川料理で
パワーチャージ
まもなくフェア初開催！
こもだ

営養薬膳師

7

きんや

菰田欣也の四川健美フェア

NOC

東京・南青山の完全予約制レストラン「 4000 Chinese Restaurant 」の

2021 July

オーナーであり、テレビでも活躍中の菰田欣也シェフによるフェアが実現。
選び抜かれた食材に自家製の豆板醤を使用したフェア限定の特別メニュー
をご用意しました。シェフのこだわりが詰まった四川料理をご堪能ください。

7/2（金）〜4（日）※7/2・3は菰田シェフが来館いたします。

11：30〜14：30／16：00〜／17：00〜／18：00〜
￥5,500（ランチのみ）／￥11,000／￥16,500

人気シェフからレシピを学ぶ

菰田シェフのお料理教室

予約制

お店では毎回募集とともに満席になってしまう菰田シェ
フのお料理教室を特別に開催いたします。
「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 品をわかりやすく伝 授 。終了後は、当日の実 演メ
ニューを含むスペシャルランチをお召し上がりいただけ
ます。残席わずかにつきご予約はお早めに。

ご予約・お問合せ

四季を感じる日本料理

南麻布「分とく山」
フェア

11:00〜14:00（10:30受付）
宴会場［2階］
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。

Tel.043-299-1852 中国料理 大観苑［ロビィ階 ］

笑う門には福来る！ 長寿の秘訣は笑うこと！
NOC

1989 年の創業以来「おもてなし

幕張美浜寄席

〜敬老の日スペシャル〜

NOC

お茶の間でも人気の林家

の心」を大切にしながら、伝統的

木久扇と三遊亭好楽によ

かつ独創的な料理を提供し続け

る落 語そして林 家あずみ

る「 分とく山 」。見た目にも美し

による三味線漫談もお楽

い日本料理をお楽しみいただけま

しみいただけます 。寄 席

す。野﨑洋光料理長によるお料

の前には総料理長が贈る

理教室（ 9/11・￥11,000 ／税・

コース仕 立てのお食 事を

サ共 ）や席 数 限 定のプレミアム

ご堪能ください。

シート（ 9/11・￥25,000 ）も。

ひんやりクールに夏をエンジョイ

マンゴー &ピーチ

9/20（月・祝）
お食事 11:30〜／落語会 13:00〜
会場：宴会場［2 階］
［大人］¥15,000（NOC会員 ¥14,000）
［シニア（70歳以上）］¥14,000（NOC会員 ¥13,000）

9/10（金）〜20（月・祝）

※9/11・12は野﨑料理長が来館いたします。
（9/12はランチまで）

ランチ 11:30〜14:30 ￥5,000〜（平日 ¥3,850〜）
ディナー 17:30〜21:00 ￥11,000〜

※落語会、
お食事
（コース料理）
、
税金・サービス料共
落語会はシアター席でのご案内となります。
※お食事は1卓6名さま掛けの相席テーブル、
※未就学児の入場はご遠慮いただいております。

ご予約・お問合せ

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

Tel.043-297-7676（宴会予約 平日12:00～18:00 / 土日祝9:00～19:00）

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

7/3（土）

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

魅惑のトロピカルフルーツが
スイーツに大変身！
夏 のビュッフェは大 人 気 のマンゴーとピーチを使 用した絶 品

最新情報
お届け中！

スイーツがお目見え。夏を感じるショートケーキや果肉たっぷりの
マンゴータルト、見た目も涼しげなピーチコンポートも並びます。

のメンバーズクラブです。
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）

お食事メニューには、特製サンドウィッチやパスタほか、お好みの
具材とドレッシングで仕上げるサラダステーションもお見逃しなく
！

※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7月中の情報となります。※写真はイメージです。
発行日：2021年7月1日

サンドウィッチ＆スイーツプレゼンテーション

〜マンゴー＆ピーチ〜

NOC

7/2（金）〜 8/31（火）
［ 平 日 ］11:00 〜 16:30（ L.O. ）※ 120 分制
［土・日・祝］11:00 〜 17:00（ L.O. ）※ 90 分制 ／ 17:00 〜 20:00（ L.O. ）※土曜のみ
［ 大 人 ］平日 ￥4,400／土日祝 ￥4,950
［小学生］￥2,530［幼児（4歳以上）］￥1,320
ご予約・お問合せ

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

今月のホテルニューオータニ 幕張

鮮やかに彩る
夏グルメ

厳選食材をホテルで味わう本格バーベキュー

Summer Gourmet

Shell the Garden

開放感たっぷりの楽園リゾートレストランがオープン！ お酒との相性ぴったりの

スーパースイーツビュッフェ2021

おつまみメニューがそろうビアセットや準備や後片付けも不要なバーベキュー

夏いちご・ピーチ・マンゴー
SATSUKIデリシャスフード
プレゼンテーション NOC

セットなど、いずれもフリードリンク付のセットメニューをご用意いたしました。鯛
や鮑など海の幸もご堪能いただける最大￥3,000もお得な前売り券も販売中！

7/3（土）〜9/26（日）※9/18以降は土日祝のみ（9/19除く）
11:00〜21:00（L.O.20:00） ガーデンスペース（屋外）

最上級の完熟フルーツをたっぷりと使った贅沢スイーツ"スーパー

夏のお得な前売券発売中！

シリーズ"をはじめ、
パティスリーSATSUKIのスイーツやピエール・
エルメ・パリのホテルニューオータニ限定スイーツも夏仕様で登

［販売期間］7/16（金）まで ※ウェブサイトでは7/29まで

場。専門の職人が握る寿司やシェフのクッキングサービスでいた

［前売料金］
ガーデンビアセット
￥5,000（通常￥6,500）
ガーデンバーベキューセット ￥8,000（通常￥10,000）
プレミアムバーベキューセット ￥12,000（通常￥15,000）

だく揚げたてサクサクの天麩羅、上品な旨みのあるローストビーフ
などホテル王道グルメもお好きなだけお召し上がりください。

※フリードリンク付
（最大210分）
、
税金・サービス料共

7/3（土）〜8/29（日）までの毎週土・日・祝
および8/11（水）〜13（金）開催
11:30〜15:00 ※ 90 分制 ／17:30〜20:30（最終入店19:00）
［ 大 人 ］￥6,600（￥7,700）
［小学生］￥3,025（￥3,300）
［幼児（4歳以上）］
￥1,925（￥2,200）
※（ ）内はディナーおよび 8/11 ～ 15のランチ料金

くろだ ひろあき

「和の達人」黒田廣昭プロデュースランチ

蘭 –らん–

NOC

各日20食限定

元「なだ万 」調 理 本 部 長である日本
料理顧問 黒田廣昭が平日限定のご
褒美ランチをプロデュース。色とりどり
に盛り込まれた花 籠スタイルのお惣
菜に、1 組さま毎に土鍋で炊き上げる

"とうもろこしの炊き込み御飯 "のほか、
食後にはSATSUKIスイーツ付。女性
同士の少人数でのお集まりや特別な
日の会食にもおすすめです。

8/31（火）まで ※ 8/12・13を除く
11:30〜14:00
1 名さま ￥5,500

［販売場所］
フロント、各レストランおよびホテルウェブサイトにて

ワンランク上のアウトドア体験

「グランピング」
ご予約・お問合せ Tel.043-299-1848 オールデイダイニング SATSUKI［ロビィ階 ］

日頃のご愛顧に感謝して

千葉グルメディナー ＜第2弾＞

〜伝統の味〜

1日各5組限定

ご予約・お問合せ

ランチ・ディナー各1組

11:00〜15:00／17:00〜21:00
1棟使用料 ￥15,000

予約制

※別途、
お食事料金を頂戴いたします。

Tel.043-299-1620（レストラン総合案内 9:00～17:30）

もれなく
乾杯
ドリンク付

Shell Pool

今年もオープンします。期間限定で、モーニングプールも初開催！ プール
の予約やお得な回数券など詳しくはホテルウェブサイトにて。

千 葉 県 民 の日 ( 6 / 1 5 ) 記 念 ディナー第 2 弾がスタート。
「ニューオータニ伝統の味」をテーマにスペシャルディナー

デイプール 7/17（土）〜9/1（水）※プレオープン日あり
〈 1 部〉9:00〜12:30／〈 2 部〉13:30〜17:00（最終入場各60分前）
［平日］¥3,000／［土・日・祝および8/10〜20］¥6,000

をご用意しました。ペア(2 名 ) 利用ならさらにお得にお召し上
がりいただけるほか、千葉グルメディナー付宿泊プランも！

※お子さま
（4歳～小学生）
は半額
※8/9～22はモーニングプールオープンにつき営業時間が異なります

8/31（火）まで
1 名さま ￥8,000 ／
ペア￥16,000 →
￥12 ，
800（ 20%OFF ）

ナイトプール 7/17（土）〜9/17（金）※月曜定休（8/9、16を除く）
18:00〜21:00（最終入場20:00）
［平日］¥4,000／［土・日・祝および8/10〜20］¥5,000
※入場は中学生以上

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

お問合せ

予約特典

前日までのご予約で￥330引き。

Tel.043-297-7777（代表経由）

ご予約はこちらから

Pool Side Restaurant

ご予約・お問合せ
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［ロビィ階 ］

予約制

緑あふれるロケーションに完全予約制の安心・安全なアウトドアプールが

平日限定／予約制

※欅は除く
※いずれも税金・サービス料共
平日限定

NOC

11:00〜16:00（ L.O. ）
18：00〜21：00（ L.O.20：30 ）
※営業日はプール営業に準ずる

お問合せ

幕張クッキング＆
グルメアカデミー
スタンプラリー実施中！

Tel.043-299-1620

新型コロナウイルス感染症等への安全対策について

（レストラン総合案内 9：00～17：30）

掲載内容や営業日および時間を変更させていただく場合がございます。
最新の情報はQRコードよりご確認ただけます。

公式ウェブサイト
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7月中の情報となります。※写真はイメージです。

