二人の巨匠が贈る
Autumn Gourmet

秋グルメ

旬の味覚を堪能する11日間

南麻布「分とく山」
フェア
わけ

1989 年の創業以来「おもてなしの心」
を大切にしながら、伝統的かつ独創的な
料理を提供し続ける「 分とく山 」。松茸
を贅沢に使用したコースや平日ランチ限
定の「ローストビーフ丼 」や「 鰻の棒寿
司（テイクアウト）」など、新たな「 分とく
山」の魅力をお届けいたします。

NOC
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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
￥3,850（平日限定）／￥5,000／
￥7,000／￥11,000

2021 August

ディナー 17:30〜21:00
￥11,000／￥16,500

松茸と鮑を味わうプレミアムシート
9/11（土）17:00〜／19:30〜

各部10名限定
予約制

寿司「一心」カウンター席 1名さま ¥25,000

野﨑洋光のお料理教室

予約制

本店では数年待ちというお料理教室を
特別開催します。
「分とく山」流の丼（ど
んぶり）をテーマに、
ちょっとしたひと手間
でプロの味になる技を伝授します。

9/11（土）11:00〜14:00
宴会場［2 階］

1名さま ¥11,000
（NOC会員・NOL会員￥10,000）

※料金にはレシピ、
講習、
食事、
お土産付
（波佐見焼ワビカップ3個セット ¥3,300相当）
税金・サービス料が含まれます。

現代の名工

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

「三國清三の洋食紀行」 NOC
みくに

きよみ

フランス料理界の巨匠でありながら、YouTubeに毎日アップして
いる簡単レシピが大人気の三國清三シェフが洋食メニューをプ
ロデュース。三國シェフ来館日（ 10/17 ）には
“フランス風ロール
キャベツ ”や“ キッシュ”
などを実演する「サロン・
ド・ミクニ」も。

10/1（金）〜31（日）

※10/17は三國シェフが来館いたします。

ランチ 11:00〜14:00
ディナー 17:00〜21:00

夏いちご&ピーチ&マンゴービュッフェ

終了後にはコース仕立てのランチもお楽しみいただけます。

三國シェフのお料理教室

サロン・ド・ミクニ
ご予約・お問合せ

予約制

デリシャスな夏にしよう！

10/17（日）11:00〜14:00 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、
クッキングデモ、
お食事、
税金・サービス料が含まれます。

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

ニューオータニウエディングのすべてがわかる特別な1日

ウエディングプレヴュー

8/22（日）

20,000 円相当のコース料理テイスティングや、感動
の模擬挙式・演出体験、新作ドレス展示など、ホテ
ル全館での圧巻の規模を誇る体験型フェア。
ご予約・お問合せ

コース料理テイスティング、模擬挙式、演出体験、
ドレス展示、引出物・引菓子の展示、相談会など

詳しくは
こちら

成約特典

2022年までの結婚式が最大100万円も
お得なプランをご案内

ホテル自慢のグルメを、心ゆくまで

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

甘 酸っぱく爽 やかな“ 夏 いちご ”をはじめ 、夏 の 人 気フ
ルーツ“ ピーチ＆マンゴー ”のスイーツや 人 気 の“ スーパー

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

シリーズ ”、ピエール・エルメ・パリのニューオータニ 限 定

最新情報
お届け中！

“ E x o t i q u e - エキゾチック ”も登 場 。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

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）

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。

※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8月中の情報となります。※写真はイメージです。
発行日：2021年8月1日

スーパースイーツビュッフェ2021

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

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（4〜6歳）］
￥1,925（￥2,200）※（ ）内はディナーおよび8/11～15のランチ料金
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］

ル
スペシャ

NOODLEメニュー

麺

「 ZENB NOODLE 」とは、植物を「可能な限りまるごと食べる」をコンセプトにサステナブ

栄養満点「ZENB NOODLE」で、
つるっとおいしくパワーチャージ

ルな食糧生産に貢献するブランド、ZENBが開発した黄エンドウ豆から作られた美味しく健
康的な新しい主食。ホテルニューオータニの和・洋・中の料理長が「ZENB NOODLE」を
アレンジした逸品をお楽しみください。

SATSUKI

「ZENB新下町ナポリタン」 NOC
下町洋食の王道、
ナポリタンを特製トマトソースと豆100%の
軽やかなZENB NOODLEで美味しく健康的に進化させまし
た。パプリカとトロっと濃厚な温泉卵をトッピングしてアツアツの
鉄板焼スタイルで香ばしく提供します。身体にも環境にも優し
い次世代洋食グルメにご期待ください。

ビアテラス＆バーベキュー

Shell the Garden

神戸の名店「大栄」
より

オーナー秘伝のスペシャルメニューが登場！

予約制

神戸の鉄板焼の名店「 大栄」より髙木オーナー特製の“ 焼きしゃぶ ”
（￥3,800 ）や秘伝の“ ハヤシライス ”
（￥3,000 ）をアラカルトでお召し

この夏も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

11:00〜14:00（L.O.13:30）／17:00〜21:00（L.O.20:00）
1名さま ￥3,200 ※ビュッフェ開催時を除く
ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1848 SATSUKI［ロビィ階 ］

上がりいただけます。

ぴったりのおつまみメニューがそろうビアセットや、バーベキューセットなど、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。炭火で味わう本格
的なバーベキューも事前の準備や後片付けの心配なくお楽しみいただけます。
毎週月曜日（ 18:30～）には、
フラダンスショーなどのステージイベントも！

9/26（日）まで ※9/18以降は土日祝のみ（9/19は除く）
11:00〜21:00（L.O.20:00）

グランピングテント
ランチ・ディナー各1組限定

ガーデンビアセット ￥6,500／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
※いずれも、
お食事、
フリードリンク、税金・サービス料共 ※アラカルトメニューもご用意しております。

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〜

日帰りで楽しむ
予約制

11:00〜15:00／17:00〜21:00
1棟使用料 ￥15,000
※別途、
お食事料金を頂戴いたします。
※荒天時など、
ご利用いただけない場合がございます。

ご予約・お問合せ

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

東京湾の絶景とともに上質なステーキを満喫

新・美食ステーキランチ 〜夏〜

NOC

NOC

「ZENBピリ辛豆乳冷麺」

「ZENB国産牛しゃぶしゃぶのぶっかけ麺」

NOC

暑い日のクールダウンに最適な「西瓜の

とピーチを使用した絶品スイーツを！

ガスパッチョ」はじめ、旬のシーフードもつ

野 菜から出 汁をとった滋 味あるベジタブル

夏を感じるマンゴーゼリーやピーチコ

いたフルコースランチ。メインには、
とろけ

スープに、優しい豆乳の旨みを合わせた特製

ンポートに、お食事メニューには、特

るような食感が特長の黒毛和牛をシェフ

スープ仕立ての麺。ピリ辛の餡とシーフードを

ZENB NOODLEをぶっかけスタイ

製サンドイッチやパスタほか、
ホテル

が目の前で焼き上げます。ホテル最上階

トッピングしています。

ルでお召し上がりいただけます。

王道のローストビーフや目の前で仕

から海を眺めながら優雅なランチタイムを

上げるサラダステーションも！

お過ごしください。

8/31（火）まで

8/31（火）まで
11:30 〜 14:00（ L.O. ）
1名さま ¥7,150

※ 120 分制

［土日祝］11:00〜17:00（L.O.）

17:30〜20:00（L.O.）
［ 大 人 ］平 日 ￥4,400
土日祝 ￥4,950
［小学生］￥2,530
［幼児（4歳以上）］￥1,320

3日前までの予約制

8/7（土）
1部 11:00〜／2部 13:00〜／
3部 14:30〜
ご予約・お問合せ

11:30〜14:00（L.O.）
1名さま ￥4,200

Tel.043-299-1852 中国料理 大観苑［ロビィ階 ］

ご好評につき、追加開催決定！
入場無料

※毎週土曜日および
8/8 、13のみ

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

ご予約・お問合せ

プライベート七五三相談会

※ 90 分制

ご予約・お問合せ

千羽鶴

夏のビュッフェは大人気のマンゴー

［ 平 日］11:00〜16:30（L.O.）

濃 厚なマンゴー
ソースやココナッ
ツタピオカをあし
らった
“タピ☆パ
フェ”
も登場！

大観苑

国 産 牛 のしゃぶしゃぶ に自 家 製
のポン 酢とゴマダレを合わせて、

ご予約・お問合せ

NOC

11:30〜14:00（L.O.）
17:30〜20:00（L.O.）
1名さま ￥4,000
※ランチタイムは、胡麻豆腐、デザート付

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

衣 裳の試 着にレストランの個 室の見 学 、写 真
撮影や七五三当日の流れまで、
ご希望を伺いな
がら丁寧にご提案いたします。当日お申し込み
限定のお得な「 七五三パッケージプラン」もご
用意。ぜひ、
ご家族皆さまでお越しください。
ご予約・お問合せ

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

Tel.043-299-1850 鉄板焼 欅［ 24階 ］
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8月中の情報となります。※写真はイメージです。

