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発行日：2021年10月1日

※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。 
※新型コロナウイルス感染状況により、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10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！  

2021   October

秋の味覚の代表格「栗」と「ぶどう」をふんだんに使ったス
イーツがお目見え。3ヵ国（日本・フランス・イタリア）の栗を
使ったモンブランやマロンナポレオンパイ、新登場のぶどうの
タルトなど秋のホテル定番スイーツが並ぶ贅沢なビュッフェで
す。王道のローストビーフや目の前で仕上げるサラダステー
ションなど充実したお食事メニューもお楽しみいただけます。

NOC栗とぶどうのハロウィーンパーティー
サンドウィッチ＆スイーツプレゼンテーション

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］

10/31（日）まで
［平  日］11:00～16:30（L.O.） ※120分制

［土日祝］11:00～17:00（L.O.） ※90分制

　　　　　　17:30～20:00
※9月ディナー：毎週土曜日および9/19開催
※10月ディナー：毎週土・日曜日開催

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

憧れの
スーパーメロンショートケーキも登場！

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

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！

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］

フランス料理界の巨匠、四ツ谷「オテル・ドゥ・ミクニ」のオーナーシェフである三國清三シェフが、
オールデイダイニング「SATSUKI」の洋食メニューを1カ月丸ごとプロデュース。洋食の王道で
あるビーフシチューやブイヤベースのほか、うま味たっぷりの出汁を効かせた“オニオングラタン
スープ ”やフォアグラを添えた“ 東京ハンバーグ”などオリジナルメニューの数々をお好みで組み
合わせ可能なプリフィクススタイルでご用意いたします。ここでしか味わえない、三國シェフの洋食
の世界をご堪能ください。

現代の名工

NOC三
みくに

國清
きよみ

三の洋食紀行

10/1（金）～31（日）
ランチ 　11:00～14:00
￥4,950～（平日限定）
￥6,600～

ディナー 17:00～21:00
￥8,800～

フランス料理の
巨匠が幕張へ

Kiyomi Mikuni 

秋
の
ワ
ク
ワ
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ランチ・ディナーともに“世界のミクニ”こと三國シェフご本人
とお会い出来るチャンス！ シェフとの記念撮影も承ります。
※詳しくはお問い合わせください。

10/17（日）は三國シェフが来館！
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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。

9/4（土）～26（日）、11/3（水・祝）～28（日）の土・日・祝開催 
ランチ 1部 11:30～13:00 ※90分制　　ディナー 17:30～20:30（最終入店19：00）
          2部 13:30～15:00 ※90分制

［ 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

秋の味覚“栗とぶどう”のスイーツにスーパーメロンショートケーキ、ホテル伝統
のローストビーフ、にぎり寿司や天麩羅が好きなだけお楽しみいただけるご褒美
ビュッフェ。さらに、ピエール・エルメ・パリのニューオータニ限定スイーツ「チーズ
ケーキマロン」も登場！ 贅沢を詰め込んだ究極のビュッフェにご期待ください。

SATSUKI デリシャスフード
プレゼンテーション～栗とぶどう～ NOC

ピエール・エルメ・パリの限定スイーツも登場！

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］

今年もこの季節が到来！

上海蟹フェア NOC1洗練された味を、絶景とともに

新・美食ステーキランチ ～秋～ NOC

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

秋の味覚を主役にしたステーキランチ
が登場！ シェフが目の前で焼き上げる
ステーキのほか「和風出汁香る牛肉の
ポトフ仕立て」やきのこのリゾットを添え
た「季節の魚の鉄板焼」をご用意。ホ
テル最上階から海を眺めながら秋の美
味を心ゆくまでご堪能いただけます。

ご予約・お問合せ
　Tel.043-299-1850 
　鉄板焼 欅［24階］

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

甘味のある蟹肉や濃厚な蟹みそはも
ちろん、雌の卵や雄の白子など上海蟹
を熟知した料理人が多彩な味に仕立
てます。今だけしか味わえない料理の
数 を々どうぞご賞味ください。

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

10月上旬～11/30（火）
11:30～14:30（L.O.）
17:30～21:00（L.O.）
※販売開始時期は
　ホテルウェブサイトをご参照ください。

上海蟹コース　1名さま ￥22,000
上海蟹の姿蒸し　 　 ￥7,150

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

ハロウィーン焼き菓子 NOC

ハロウィーン気分を盛り上げる焼き菓子
が今年も登場！ ギフトとしてもおすすめの
見ても食べても楽しい期間限定の焼き
菓子をお見逃しなく！

10/31（日）まで
ハロウィーンニャンタン（写真左） ¥918
ハロウィーンジャック（写真右） ¥918
ハロウィーンコンビ2021［BOX入り］
（ニャンタンとジャックのセット） ¥1,836

数量限定
TAKE 
OUT

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

12/24（金） 林部智史
 1名さま ¥29,000

12/25（土） 玉置浩二 
1名さま ¥48,000

12/26（日） 島津亜矢 
1名さま ¥38,000

期間
限定

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

高橋邦弘氏
「しながわ 翁」
 高野幸久氏

「山梨 翁」
 大橋誠氏

12/12（日） 16:00～
1名さま ¥12,000 （NOC・NOL会員 ￥11,000）
※料金には高橋名人の講話、食事（￥8,500コース）、乾杯用ドリンク、
　直筆サイン入り著書、税金・サービス料が含まれます。

高橋名人のプレミアムサロン
予約制 先着30名さま～喜寿を迎える私のそば打ち人生～

12/11（土）・12（日）
ランチ 　11:30～14:30 ｜ディナー 17:00～20:00
宴会場［2階］　￥6,500／￥8,500／￥12,500

“そば打ちの神様”とも呼ばれる高橋邦弘氏と愛弟子2名による師弟
共演のそばの会を開催いたします。八ケ岳山麓にて自家栽培したこ
だわりのそば粉で打つ、感動のそばをお届けいたします。

NOC翁
おきな

達
だるま

磨 年越しそばの会
そば打ちの神様が降臨

11/30（火）まで
11:30～14:00（L.O.）
1名さま ¥5,500
　　　   前日までのご予約で￥330引き

平日限定

予約特典

「なだ万」調理本部長を務めた日本料
理顧問 黒田廣昭が色とりどりのお惣
菜に、土鍋で提供する炊き込みご飯な
ど女性同士のお集まりにも最適なご
褒美ランチをご用意しました。

※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。※新型コロナウイルス感染状況により、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10月中の情報となります。※写真はイメージです。

3 和の達人から学ぶ家庭料理のいろは

黒田廣昭の第4回お料理教室 予約制NOC

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

「和の達人」黒田廣昭のお料理教室を開催いたします。今回は秋の味
覚を使った“たっぷりきのこのポークジンジャー”や、あたたかい“ 茄子の
にゅう麺 ”など全3品を実演いたします。お料理教室終了後は、 当日の
実演メニューを含むスペシャルランチをお楽しみいただけます。

11/21（日） 11:00～14:00（10:30受付）
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。

蘭 ～らん～ NOC 各日20食限定

「和の達人」黒田廣昭プロデュースランチ

華やかなひとときを彩る、こだわりの料理と上質
なおもてなし。一流のエンターテインメントで忘れ
られない素敵な一夜をお届けいたします。

クリスマス＆イヤーエンドを飾るディナーショー

クリスマスディナー＆
コンサート2021 NOC

この秋のイチオシAutumn Recommended
おすすめ！

SelectionAutumn Gourmet 

予約受付開始 9/24（金）10:00～NOC優待 1名さま ¥1,000割引 
※料金には、コンサート、お食事、お飲物、税金・サービス料が含まれます。
※お食事とコンサートの会場は異なります。
※お食事は相席テーブルにてご案内いたします。
※NOC会員は、お電話にてご予約承ります。


