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わびさびをコンセプトにした新宿・荒木町の日本料理店
「鈴なり」。ミシュランガイド東京では7年連続で一つ星
を獲得、また朝の情報番組にも出演中の「鈴なり」の
村田明彦氏を迎え、「なだ万」時代の師でもある「和の
達人」こと日本料理顧問 黒田廣昭との師弟フェアを開
催します。「鈴なり」名物“ふかひれと蟹の内子入り生
雲丹の玉地蒸し”も登場するほか、共作の“ずわい蟹と
筍の炊き込み御飯”は店内はもちろん、テイクアウトでも
お楽しみいただけます。

朝の顔！ 村田シェフとのコラボが決定

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

発行日：2022年2月1日

［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2月中の情報となります。 

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！  

Valentine Sweets
大切な方へあなたの思いをの
せて。ホテルニューオータニが
贈るとっておきのバレンタイン
スイーツをご用意いたしました。

3/5（土）・6（日）
ランチ　　11:30～14:00（L.O.）
ディナー　17:00～19:30（L.O.）
￥7,500／￥10,000／￥13,000

ご予約・お問合せ
　Tel.043-299-1850 鉄板焼 欅［24階］

NOC名古屋「あつた蓬莱軒」フェア
3年ぶりのフェア決定！

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

2022

“ひつまぶし”発祥の店と言えば、名古屋「あつた蓬莱軒」。新鮮
なうなぎを高温の備長炭で一気に焼き上げ、創業以来140年以上
に渡り、大切に受け継がれてきた秘伝のタレにくぐらせた“ひつまぶ
し”は、まさに垂涎もの。名古屋本店の武藤俊吾料理長が届ける
本物の味を、ぜひこの機会にご堪能ください。

NOCステーキ・鉄板焼き神戸「大栄」フェア
神戸発！  ステーキの名店

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

グルメサイト「食べログ」で3年連続ステーキ部
門1位を獲得するなど神戸の人気店「大栄」よ
り、高木良栄オーナーが来館。こだわりの肉寿司
やとろけるようなステーキのほか高木オーナー自
ら腕を振るうライブ感満載のグルメイベント「高
木劇場」も開催します！

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］

2/1（火）～14（月）
1. SATSUKI CHOCOLATE（3段BOX） ……………………… ￥8,640

2. SATSUKI CHOCOLATE ……… 5個入り ￥2,700　8個入り ￥4,104

3. バレンタインマカロン ……………………… 5個入り ￥1,944  14個入り ￥3,780

4. ガトーショコラ ……………………………… 2個入り ￥1,080　4個入り ￥2,160

2. SATSUKI CHOCOLATE（3段BOX）
TAKE 
OUT

春のレストランフェア～名店の味を幕張で～

2
2022   February

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

高木劇場
～驚きメニューと学べる肉講座～
各回10席限定 予約制

1.

2.

NOC師弟饗宴フェア
新宿・荒木町「鈴なり」村田明彦×黒田廣昭

2/11（金・祝）～13（日）＜期間中、村田氏が来館いたします。＞
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

ずわい蟹と筍の炊き込み御飯（テイクアウト） ￥2,500

2/13（日） 18:00～
1名さま ¥22,000

師弟饗宴によるプレミアムシート
予約制各日10席限定



今月のホテルニューオータニ幕張

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。 ［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2月中の情報となります。

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

「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、
ローストビーフや職人が握る寿司、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。

タイカンエン
フードプレゼンテーション NOC

ハイブリッドなチャイニーズビュッフェ

土・日・祝開催
11:30～15:00（最終入店13:30） ※90分制

17:30～20:30（最終入店19:00）

［ 大 人 ］￥6,050（￥7,480）
［小学生］ ￥2,750（￥3,080）
［幼児（4～6歳）］￥1,650（￥1,980） ※(　)内はディナー料金

3/27（日）までの土・日・祝開催
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） ※（ ）内はディナー料金

NOC

～あまおうスイーツ
プレゼンテーション～

スーパーいちごビュッフェ2022

いちごラバー必見の人気ビュッフェ！ 旬を迎えたあまおうをたっ
ぷりと使用したスイーツをはじめ、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
グサービスで出来立てを提供いたします。

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］

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

「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
お料理に、土鍋で提供する“穴子と牛蒡の炊
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。

予約特典

平日限定2/28（月）まで
11:30～14:00（L.O.）
1名さま ¥5,500
　　　   前日までのご予約で￥330割引

洗練された味を、絶景とともに

新・美食ステーキランチ
～冬～ NOC

「たっぷり冬野菜と和牛のミネスト
ローネ」や「鱈と白子の鉄板焼き
かぶら豆乳ソース」など冬の食材
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。

2/28（月）まで
11:30～14:00（L.O.）
1名さま ¥7,150

3/31（木）まで ※3日前までの予約制

¥10,000

お問合せ　Tel.043-299-1639　パティスリーSATSUKI［ロビィ階］

オリジナル木箱入り
「鬼滅の刃」スイーツBOX
予約制 1日5セット限定

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］

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

ご予約方法など
詳しくはホテル

ウェブサイトにて

ご予約は
こちらから

©吾峠呼世晴／集英社 ・ アニプレックス ・ ufotable

ビュッフェ
セレクション

アニメ「鬼滅の刃」をイメージした藤の花が印象的な店内
で、フレッシュいちごを使用したいちごスイーツ各種にロー
ストビーフやコラボレーションメニューなどを心ゆくまで味わ
える期間限定ビュッフェを開催中！

「鬼滅の刃」
ストロベリービュッフェ2022

オリジナルノベルティ付！

NOC

［大人］￥6,000 ［小学生］ ￥3,500 

［幼児（4～6歳）］￥1,750
（オリジナルコラボ箸［小学生以上］
＆ランチョンマット付）

3/31（木）まで毎日開催
ランチ　   11:00～16:30（平日）※120分制

         　   11:00～17:00（土・日・祝）※90分制

ディナー　17:30～20:00（土・日・祝）

2枚同時購入でお得！
エステ＆ランチ ～スプリングキャンペーン～
選べるエステと選べるランチがセットになった女性のための日帰りプランです。

2/2（水）～3/20（日） ※毎週月・火を除く

選べるエステ（40分）＋選べるランチ 
2名さま ￥18,000（通常1名さま ￥10,000） ※税金・サービス料共

ご予約・お問合せ　Tel.043-299-1882
　（ビューティサロン 11:00～16:00 火曜日定休）

&
百花繚乱
ランチ　ディナー

初春を祝う


