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新宿・荒木町「鈴なり」村田明彦 黒田廣昭

師弟饗宴フェア

NOC

January

一つ星を獲得するなど、話題の人

日付・作業担当者
２
３

気店「鈴なり」の村田明彦氏を迎
え、
「なだ万 」時代の師である日
本料理顧問 黒田廣昭とのコラボ

４

フェアを開催いたします。

作業ＭＡＣ

■■■

Restaurant Fair

ミシュランガイド東京で7 年連続で
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井ノ宮
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Spring
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13
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松尾

新春 のレストランフェ

2/11（金・祝）〜13（日）

＜期間中は村田氏が来館いたします。＞

師弟饗宴プレミアムシート
各日10席限定

予約制

2

2/12（土）
・13（日）18:00〜

ランチ
11:30 〜 14:00（ L.O. ） ￥6,000／￥11,000／￥16,500
ディナー 17:00 〜 20:00（ L.O. ） ￥11,000／￥16,500

3

1名さま ¥22,000

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

“ひつまぶし”発祥の店

名古屋
「あつた蓬莱軒」
フェア NOC

M

C

神戸発！ ステーキの名店

ステーキ・鉄板焼き
神戸「大栄」フェア

グルメサイト「食べログ」で3 年連続ステーキ部

新鮮なうなぎを高温の備長炭で一気

門 1 位を獲得するなど神戸の人気店「大栄」よ

に焼き上げ、創業以来140年以上に

り、高木良栄オーナーが来館。カウンターで高

渡り、大切に受け継がれてきた秘伝

木オーナー自ら腕を振るうライブ感満載のグルメ

のタレにくぐらせて作る「あつた蓬莱

イベント「高木劇場」も開催します！

軒」の
“ひつまぶし”。名古屋本店で
は2～3時間待ちが当たり前と言われ

Y

る垂涎ものの味を、
ぜひこの機会に。

BL

NOC

3/5（土）
・6（日）

※詳細につきましては順次ホテルウェブサイトにてご案内させていただきます。
※ご予約は1/5より承ります。

高木劇場
各回10席限定

〜驚きメニューと学べる肉講座〜
予約制

3/20（日）
・21（月・祝）
12：00〜14：00 1名さま￥14,300
ランチ
ディナー 18：00〜20：00 1名さま￥27,500

3/19（土）〜21（月・祝）
11:30 〜 14:30
ランチ
￥8,800／￥11,000
ディナー 17:00 〜 21:30
￥20,000／￥30,000

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1850 鉄板焼 欅［ 24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

1/30（日）

コース料理テイスティングや、
感動の模擬挙式、
新作
ドレス展示など、
ホテル全館での圧巻の規模を誇る

成約特典

体験型フェア。
ご予約・お問合せ

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。

2023年3月までの結婚式がお得になる
1月限定プランをご案内

ホテルニューオータニ ×「鬼滅の刃」

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

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

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

期間限定コラボレーション決定！

最新情報
お届け中！

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）

詳しくはホテル
ウェブサイトにて

1/5（水）〜3/31（木）

［お知らせ］
新型コロナウイルス感染状況によって、
イベントの中止や営業日・時間が変更となる場合がございます。最新情報はホテルウェブサイトをご確認ください。
※掲載料金は特別に記載がある場合を除き、
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変更になる場合がございます。※写真はイメージです。※本紙は1月中の情報となります。
発行日：2022年1月1日
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ウラ
一 押 し！

日付・作業担当者
２
３

NOC

いちごラバー必見の人気ビュッフェ！ 旬を迎えるあまおう
スイーツをはじめ、
ホテル伝統のローストビーフや鉄板焼、
にぎり寿司、天麩羅などライブ感あふれるシェフのクッキング

４

サービスで出来立てを提供いたします。

作業ＭＡＣ

■■■

あまおうスイーツ
プレゼンテーション

１

00/00
■■■

スーパーいちごビュッフェ2022
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新春
グルメ

3/27（日）までの土・日・祝開催 ※12/25のディナーは除く
※ 12/31 ～ 1/3は料金・内容共に異なります。

ランチ
11:30〜15:15 ※ 90 分制
ディナー 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）

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 ］

※（ ）内はディナー料金

ハイブリッドなチャイニーズビュッフェ

タイカンエンフードプレゼンテーション

NOC

「海老のチリソース」、
「黒酢酢豚」、
「ふかひれスープ（ディナー限定）」ほか、
王道の中国料理はもちろん、特製点心、
ローストビーフや寿司、
スイーツなど、
ホテルならではのメニューを存分にお召し上がりいただけます。

1/8（土）〜 土・日・祝開催

オリジナルノベルティ付！

M

C
Y

BL

「鬼滅の刃」
ストロベリービュッフェ2022

11:30 〜 15:00（最終入店 13:30 ）※ 90 分制
17:30 〜 20:30（最終入店 19:00 ）

オリジナル木箱入り

NOC

アニメ「鬼滅の刃」をイメージした装飾の店内で、
ホテル王道のい
ちごスイーツにローストビーフ、焼き立てのピッツァなどを心ゆくまで

［ 大 人 ］￥6,050（￥7,480）
［小学生］￥2,750（￥3,080）
［幼児（4〜6歳）］
￥1,650（￥1,980）
※(

「鬼滅の刃」スイーツBOX

予約制

1日5セット限定

スーパーあまおうショートケーキやスーパーメロンショー
トケーキなどパティスリーSATSUKI の人気スイーツ
に、
「鬼滅の刃」キャラクターのチョコレートプレート

味わえる期間限定のコラボレーションビュッフェを開催します。キャ

をあしらいました。新年のご挨拶のお供にいかがです

ラクターのオリジナルコースターがもらえるノンアルコールドリンク

か？ ご予約はホテルウェブサイトにて承ります。

) 内はディナー料金

新春特別プロモーション

TAKE
OUT

日曜日のディナーに限り、小学生・幼児料金より
50％OFF ※ 1日先着 5 組限定（前日までの予約制）

1/5（水）〜3/31（木）
※ 3日前までの予約制

10:00 〜 20:00
¥10,000

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1852 中国料理 大観苑［ロビィ階 ］

（￥1,800）
も！ ご予約方法など詳しくはホテルウェブサイトにて。

「和の達人」黒田廣昭プロデュースランチ

1/5（水）〜3/31（木）
11:00〜16:30（平日）※ 120 分制
ランチ
11:00〜17:00（土・日・祝）※ 90 分制
ディナー 17:30〜20:00（土・日・祝）

蘭 〜らん〜

NOC

洗練された味を、絶景とともに

新・美食ステーキランチ

各日20食限定

〜冬〜

「なだ万」調理本部長を務めた「和の達人」
こと日本料理顧問 黒田廣昭が色とりどりの

［大人］
￥6,000［小学生］￥3,500
［幼児（4〜6歳）］
￥1,750

「たっぷり冬野菜と和牛のミネスト

お料理に、土鍋で提供する
“ 穴子と牛夢の炊

ローネ」や「鱈と白子の鉄板焼き

き込みご飯 ”
など女性同士のお集まりにも最

（オリジナルコラボ箸［小学生以上］
＆ランチョンマット付）

かぶら豆乳ソース」など冬の食材

適なご褒美ランチをご用意しました。

をそろえた贅沢なランチを、東京湾
の絶景とともにお楽しみください。

1/11（火）〜2/28（月） 平日限定
11:30 〜 14:00（ L.O. ）
1名さま ¥5,500

ご予約方法など
詳しくはホテル
ウェブサイトにて

予約特典
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NOC

2/28（月）まで※12/30～1/6を除く
11:30 〜 14:00（ L.O. ）
1名さま ¥7,150

前日までのご予約で￥330割引

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

NOC

Tel.043-299-1639 パティスリーSATSUKI［ロビィ階 ］

: 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。
［お知らせ］
新型コロナウイルス感染状況によって、
イベントの中止や営業日・時間が変更となる場合がございます。

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1849 日本料理 千羽鶴［ロビィ階 ］

ご予約・お問合せ

Tel.043-299-1850 鉄板焼 欅［ 24階］

最新情報はホテルウェブサイトをご確認ください。※掲載料金は特別に記載がある場合やテイクアウト商品を除き、
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変更になる場合がございます。※写真はイメージです。※本紙は1月中の情報となります。

