HOTEL NEW OTANI

CHRISTMAS PRESS
ホテルニューオータニがお 届けするクリスマス

ウェブサイトはこちら

スーパー
あまおうショートケーキ
¥ 12,000〈直径約21cm×高さ6.5cm〉
¥ 9,000〈直径約18cm×高さ6.5cm〉

Sweets

心までとろけるような甘い香りのクリスマススイーツ。

おいしさの秘密

100個
限定

100個
限定

【 いちご 】福岡県産
「博多あまおう®」
の中でも
さらに選りすぐりのいちごを使用。

【クリーム】和三盆とアーモンドミルククリームを使い、
いちごの味をひきたてます。
【スポンジ】厳撰素材の玄米卵を使用した白い生地と
シリアルスポンジ生地の2種を使用。
さらにスポンジの中にサンドするいちごは
1個のいちごを縦にハーフカットと贅沢に使用。

新エクストラスーパー
あまおうショートケーキ
¥ 18,000〈直径約18cm×高さ9cm〉

Bûche Ultime ホテルニューオータニ限定商品
ビュッシュユルティム

Flocon Satine ホテルニューオータニ限定商品
フロコン サティーヌ

¥ 5,750〈縦17cm×横9cm×高さ8cm〉

¥ 5,500〈直径14cm×高さ10cm〉

香り豊かなバニラ風味のビスキュイと濃厚なショコラ
風味ビスキュイが織りなす、まさに風味、構成、細部の
すべてにおいて極められた逸品です。

パティスリー SATSUKI ［パティスリーサツキ］

パッションフルーツの甘酸っぱい風味が特徴の「サ
ティーヌ」
をクリスマスシーズン限定の雪の結晶をあし
らったフロコンスタイルでご堪能ください。

PIERRE HERMÉ PARIS［ピエール・エルメ・パリ］

［販売期間］12/19
（土）〜25（金）※ご予約はお渡し希望日の5日前まで
［ご予約・お問合せ］パティスリーSATSUKI Tel. 03-3221-7252
（直通）
11：00〜20：00 ［お渡し場所］特設会場 11：00〜21：00

ご予約はこちら

※料金はすべて税金別。 ※上記期間中、特別オーダーケーキのご注文はご遠慮いただいております。

スイーツデリバリー
でご自宅にお届け！

ホテルニューオータニのクリスマススイーツや
パーティーセットなど、
笑顔がはじけるクリスマスアイテムをタクシーがお届け
※エリアで料金が異なるため、
ご予約時に住所をご確認ください。
※指定エリア以外はホテルより1時間以内までお届けいたします。

［配送期間］12/19
（土）〜25（金）14：00〜20：00
［ご 予 約］配送希望日の5日前まで
クリスマスケーキ購入特典

『パティスリーSATSUKI特製カレンダー』
プレゼント

詳しくはこちら
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都内ホテ

ザ・メイン 正面玄関&
外周イルミネーション

2021.2/28（日）
まで
〈予定〉
16：00〜26：00
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ザ・メイン ロビィ階
クリスマスツリー
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12/25（金）
まで
〈予定〉

1

1
ザ・メイン 正面玄関前メインツリー

クリスマスに向けて準備を行う家
「サンタクロースハウス」

12/25（金）
まで
〈予定〉 16：00〜26：00

Dining

おふたりでのディナーからご家族、
ご友人とのお集まりまで。大切な人たち

夜景がきれいに見えるレストラン
クリスマスディナー2020
～聖夜に煌めく美食と壮観～
地上144m、
ホテル最上階の絶景ダイ
ニングで、東京の夜景に包まれな
がら愉しむ、
クリスマス特別コース。

12/18（金）〜27（日）
17：30〜21：00（L.O.）
メイン料理1品 ¥ 15,000〜
メイン料理2品 ¥ 18,000〜
NOC会員特典
● 個室料50％ご優待
● サービス料50％ご優待

ご予約はこちら

西洋料理

CHRISTMAS PREMIUM BUFFET

ベッラ・ヴィスタ

スーパーナイトビュッフェ

12/19(土)・20(日)・23（水）〜25（金）※各120分制

12/23（水）〜25（金）
17：30〜 / 18：00〜 / 18：30〜 / 19：00〜 ※2時間制

和・洋・中のジャンルを超えた、新スタイルの絶景ダイニングに、
クリス
マス限定メニューが登場。360度の絶景を眺めながら唯一無二の
ビュッフェをお愉しみください。

11：30〜

ディナー 17：30〜

¥ 9,000
¥ 20,000 ※ディナーはフリーフロー付

NOC会員特典 ● 個室料50％ご優待 ● サービス料50％ご優待

ビュッフェ＆バー

Tel.03-3238-0020 ガーデンタワー 40階

SUPER NIGHT BUFFET

クリスマスプレミアムビュッフェ

ランチ
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ローストビーフを始めとするホテル自慢のメニューやスーパーシリーズの
スイーツがお好きなだけ愉しめる新スタイルのビュッフェ。JAZZの生演奏
に耳を傾けながらお愉しみください。

大人 ¥ 12,000 ※フリーフロー付 お子さま 4〜12歳 ¥ 6,000
ご予約はこちら

VIEW & DINING THE SKY

Tel.03-3238-0028 ザ・メイン 17階

NOC会員特典 ● 大人 ¥ 10,800 ※フリーフロー付

ティー＆カクテル

ガーデンラウンジ

ご予約はこちら

Tel.03-5226-0246 ガーデンタワー ロビィ階

NOC会員特典 / NOC会員の表記があるプランや店舗には
「ニューオータニクラブ」会員特典や優待料金をご用意しております。 ※写真はイメージです。 ※レストラン・バーの料金は、
すべて1名さまあたり、税金・サービス料別。
（特記されているものを除く）

テル最大級のウィンターイルミネーション。冬の夜空に煌めく光のおもてなしをお楽しみください。
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日本庭園&
ガーデンレストラン
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ザ・メイン 17階

ガーデンタワー 40階

12/25（金）
まで
〈予定〉

12/25（金）
まで
〈予定〉

12/25（金）
まで
〈予定〉

鉄板焼

ビュッフェ& バー

西洋料理

石心亭 / 清泉亭 / もみじ亭

ベッラ・ヴィスタ

VIEW & DINING THE SKY

ビュッフェダイニング

タワーレストラン

5

カフェ＆バー

タワー・カフェ

6

6
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ガーデンタワー
ロビィ階

12/25（金）
まで
〈予定〉

ガーデンコート入口

2021.2/28（日）
まで
〈予定〉
16：00〜26：00

ティー&カクテル

ガーデンラウンジ
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12/23（水）〜25（金）ホテル館内でサンタクロースに会えるかも！？

たちと過ごす“美味しい”ひとときを演出します。

※ホテルスタッフが扮するサンタクロースです。

ホテルニューオータニレストラン

レストランの安全対策について

HAWAII & CHRISTMAS
TROPICAL
CHRISTMAS BRUNCH

トロピカルクリスマスブランチ

トレーダーヴィックスの代表的なメニューをスパークリングワインととも
にお愉しみいただける人気のブランチビュッフェにクリスマスターキーが
登場！南国のリゾートムードあふれる店内で世界の美食を堪能する、唯一
無二の食体験を。

12/6
（日）
・13
（日）
・19
（土）
・20
（日）
・26
（土）
・27
（日）
11：30〜14：30
大人 ¥ 8,000 ※スパークリングワイン フリーフロー付

お子さま 4〜12歳 ¥ 3,500
NOC会員特典

¥ 7,000 ※お食事のみ

● 個室料2時間無料 ● サービス料50％ご優待

TROPICAL
CHRISTMAS DINNER

トロピカルクリスマスディナー
メインディッシュは、
美しい断面の
「クリス
マスウェリントン」。薪窯焼の牛フィレ肉と
フォアグラをパイで包んだ、特別な夜に
ぴったりな一皿です。
コースの締めくくりに
は、
あまおう苺をたっぷりと使用したタルト
をご用意。
リゾートムードあふれる店内で、
非日常なひとときをお過ごしください。

タワーレストラン

～ハワイアンフードプレゼンテーション～
ホテル最上階の絶景ダイニングで過ごすハワイアン
クリスマスを。
リゾート気分を愉しめるメニューの
数々をお愉しみいただけます。

12/10（木）〜25日
（金）
17：00〜20：00（L.O.）

12/19（土）〜22（火）
ディナー 17：30〜21：00

¥ 18,000 ※事前予約制

※当日のご利用はお問い合わせください。
NOC会員特典

● 個室料2時間無料

ご予約はこちら

NOC会員特典 ● サービス料50％ご優待

● サービス料50％ご優待

インターナショナル料理

トレーダーヴィックス 東京

Tel.03-3265-4707 ガーデンタワー 4階

開業当時からの歴史を刻む
ステーキハウス

ステーキハウス リブルームでは、店内を一部改装し、
空気清浄など安心してご利用いただけるよう対策を行いながら
営業再開いたします。
※12月10日
（木）
より営業再開いたします。

都内ホテル最大級の"30店舗"で使える！

大人 ¥ 12,000
お子さま 4〜12歳 ¥ 8,000

ビュッフェダイニング

ご予約はこちら

タワーレストラン

Tel.03-3238-0023 ガーデンタワー 40階

黒毛和牛ステーキを愉しむ

クオリティコース

（健康野菜のサラダバー、
スープ、黒毛和牛のステーキ、
パン 又は ライス、
デザート、食後のコーヒー）

￥16,500〜

※税金・サービス料別 ※入荷状況によりご注文いただけない場合がございます。

ステーキハウス

リブルーム

ご予約はこちら

Tel.03-3238-0026 ザ・メイン アーケード階

で、
クリスマスはお得に美味しくレストランを利用しよう！

詳しくはこちら

Stay

お友達やご家族、パートナーと過ごすクリスマスステイ。

宿泊の安全対策について

バリューレート

お好みのお部屋をお選びいただける
シンプルなご宿泊に。
GoToトラベルご利用時

2名さま

¥ 27,830〜

詳しくはこちら

地域共通クーポン

¥ 18,090〜 + ¥ 4,000付〜

さらに充実のクリスマスステイを。

Sweet Christmas

レゴʀとハッピークリスマス ステイ

このプランでしか味わえない「ピエール・エルメ・パリ」
特製クリスマスケーキと紅茶をお部屋で
GoToトラベルご利用時

2名さま

¥ 42,600〜

地域共通クーポン

ハッシュタグの数だけレゴが寄付される
「#ハッピークリスマスをつなげよう #BuildtoGive」

¥ 27,690〜 + ¥ 6,000付〜

レゴ®ブロック790ピース入りの「レゴ®クラシック」
をプレゼント。
レゴ®ブロック
を使ってクリスマスオーナメントを作り、SNSにハッシュタグを付けて投稿すると、
世界各地でさまざまな助けを必要とする子どもたちのためのチャリティに参加
することができます。
ご家族やパートナーと一緒に作品を作って、世界の子ども達にハッピーを届けま
せんか？

和・洋・中、多彩な約10か所のレストランから選べる夕食付

TOKYO美食の旅

GoToトラベルご利用時

2名さま

¥ 57,100〜

地域共通クーポン

¥ 37,115〜 + ¥ 9,000付〜

GoToトラベルご利用時

2名さま

¥ 29,500〜

Christmas
Dinner & Stay

GoToトラベルご利用時

¥ 73,000〜

¥ 19,175〜 + ¥ 4,000付〜

詳しくはこちら
※お部屋に提供されるレゴ®セット
（790ピース）
はお持ち帰りいただけます。
※作品をSNSへ投稿することが条件となります。
※12月1日〜12月27日ご宿泊分まで
※Go To トラベルの利用条件や割引対象、
利用期間を含めたキャンペーンの内容は、
予告なく変更となる場合がございます。

クリスマスディナーコースをルームサービスで
2名さま

地域共通クーポン

地域共通クーポン

「#ハッピークリスマスをつなげよう #BuildtoGive」
とは

¥ 47,450〜 + ¥ 11,000付〜

2017年よりレゴグループが毎年行っているクリスマスチャリティー活動で、
こちらのハッシュタグを付けて、
レゴ®ブロックで作ったクリスマスのオー
ナメントをSNSで投稿すると、投稿された作品の数だけレゴ®セットが
寄付されます。昨年は約140万個のレゴ®セットが、25か国のおもちゃを
必要としている子どもたちに届けられました。

※Go To トラベルの利用条件や割引対象、
利用期間を含めたキャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。
※上記料金には、1室2名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

ご予約・お問合せ Tel.03-3234-5678（客室予約）

ホテルニューオータニで
健やかに迎えるお正月
帰省や海外旅行も悩ましい本年の年末年始は、水が湧き、富士山を望むホテル

でお過ごしください。新年を心から愉しみ、
お慶びいただければ幸いです。

日本最大級の「お正月プラン」
2泊3日 1名さま

¥ 222,000～

GoToトラベルご利用時

地域共通クーポン

¥194,000～ + ¥12,000付～

※Go Toトラベルの利用条件や割引対象、
利用期間を含めたキャンペーンの内容は、
予告なく変更となる場合がございます。

※室料、
食事券一式、
催物券付、
税金・サービス料共
※感染症拡大時は政府方針に基づき対象外となる可能性があります。 ※2名利用時の1名料金

ご予約・お問合せ Tel.03-3234-5678（客室予約）

確かなステータスと上質なおもてなしを会員の皆さまへ

Go Toトラベルを利用して、
いつもよりワンランク上のご滞在を。
美味しいお食事とお部屋での
寛ぎのひとときをお過ごしください。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

初年度年会費無料!

ニューオータニクラブ ダイナースカード 新規ご入会キャンペーン
期間：2021年3月31日(水)まで

ニューオータニクラブは、
ホテルニューオータニをご愛顧いただいております皆さまに
多彩なサービスと充実した特典をお愉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
メールマガジン
お申し込み

ニューオータニクラブ
について
詳しくはこちら

ホテルニューオータニ

ホテルニューオータニではお客さまに安心してご利用いただけるよう、
安全対策に取り組んでいます。

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1 Tel.03-3265-1111
（代表）
交通のご案内
東京メトロ銀座線・丸ノ内線
「赤坂見附駅」
D紀尾井町口より徒歩3分
詳しくはこちら

東京メトロ半蔵門線・南北線「永田町駅」7番口より徒歩3分
メトロ有楽町線「麹町駅」2番口より徒歩6分

東京

JR中央線・総武線／

東京メトロ丸ノ内線・南北線
「四ツ谷駅」
麹町口・赤坂口より徒歩8分

ホテルニューオータニの旬な情報をお届けしております。

CHECK IN
digital
レストランメールマガジン
お申し込み

フェイスブック
HotelNewOtaniTokyo

ホテルマガジン
www.newotani.co.jp/checkin/

インスタグラム
hotelnewotanitokyo

