
※表示価格には消費税が含まれています。「サービス料共」の表記がない
場合は、別途サービス料10%を加算させていただきます。（テイクアウト除く）

謹製おせち 2022

EV ENT

TEL.（0952）25-9002
ご予約・お問い合わせ

佐賀の恵みを贅沢に盛り込んだホテルニューオータニ佐賀謹製の和・洋・中の
おせち料理をご堪能ください。

● 三段重 …… ￥42,000 （和・洋・中の三段重）
● 二段重 …… ￥31,000 （和・洋・中いずれかの二段重）
● 一段重 …… ￥18,000 （和・洋・中いずれか）
● 三味饗宴 … ￥19,000 （和・洋・中のミックス）
● キッズおせち ……………   ￥4,500 （特典）こどもびいる
● 年越しオードブル ……… ￥20,000

● 45thプレミアムセット ……￥45,000 （特典）スパークリングワイン 
  （和洋中三段重にホールケーキがついた45セット限定）

◆ プレミアムセット・三段重をお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000券×3枚
◆ 二段重をお申し込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥2,000券×2枚
◆ 一段重・三味饗宴・年越しオードブルをお申し込み・・・・・・・ ¥2,000券×1枚

早期ご予約特典

11/15（月）までにお申し込みの方にレストラン利用券プレゼント！

三段重三段重

キッズおせちキッズおせち

年越しオードブル年越しオードブル三味饗宴三味饗宴

開催！元旦もちつき元旦もちつき
1/1 14：00～
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お問い合わせ／ホテルニューオータニ博多 
　　　　　   マネージメントサービス部
TEL.092-715-2004(平日10:00～18:00)

これからもずっと、おふたりとともに。
ご結婚したおふたりが新たにスタートするライフステージ。
ブライダル ・メンバーズクラブ「ニューオータニ クラブW」は、
これからおふたりで迎える人生のアニバーサリーを、
祝福と感謝の気持ちを込めて
サポートいたします。

ご結婚したおふたりが新たにスタートするライフステージ。
ブライダル ・メンバーズクラブ「ニューオータニ クラブW」は、
これからおふたりで迎える人生のアニバーサリーを、
祝福と感謝の気持ちを込めて
サポートいたします。

ニューオータニクラブＷについて

無 料入会金・年会費 お一人様につき一枚会員カード

会員特典 結婚記念日のお祝い、お子様の誕生日プレゼント、ニューオータニクラブラウンジ、
ニューオータニクラブポイントプログラム、ご宿泊・レストラン・バーの特典など

お気軽にお問い合わせください。

ホテルニューオータニ佐賀で結婚披露宴を挙げられた方はぜひご入会ください。

詳しくはこちらを
ご覧ください

あんみつ姫レビューショー
みなさまからの熱いご要望
にお応えして開催決定！
とびきりの異次元エンタテ
インメントショーをお楽しみ
ください。

※18歳未満の方のご入場はお断りしております。
（お食事・ドリンク・ショー・サービス料・消費税共）

［日程］ 2021年11月23日（火・祝）
［会場］ 鶴の間 
　　　 受付　 11：30～
　　　 お食事 12：00～
　　　 ショー   13：00～
　　　 受付　 17：30～
　　　 お食事 18：00～
　　　 ショー   19：00～
［全席指定］1名さま…16,000円
［NOC会員/NOCW会員］
　　　　　 1名さま…14,000円

TEL.（0952）25-9001
ご予約・お問い合わせ

I部

II部

NOC＆NOCW特典
ホテルオリジナル保冷バッグ1個プレゼント

さらに

ご予約は
お早めに！

ホテルニューオータニ佐賀
〒840-0047 佐賀市与賀町1-2　TEL.（0952）23-1111（代） www.newotani-saga.co.jp
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2022年1月31日（月）までご利用いただけます。



今年一年の締めくくりはご家族と、親しいお仲間と、ご一緒に。
佐賀の美食とともに、ホテルで過ごす優雅なひと時を。

今年一年の締めくくりはご家族と、親しいお仲間と、ご一緒に。
佐賀の美食とともに、ホテルで過ごす優雅なひと時を。

気分が華やぐ美味しい時間

レストラン ロータス

日本料理  楠

～12/30木11/3 水・祝
ロータスランチ

1名さま・・・¥2,750

※表示価格には消費税が含まれています。「サービス料共」の表記がない場合は、別途サービス料10%を加算させていただきます。（テイクアウト除く）

特別な時間にふさわしい華やかな
クリスマスコースをお楽しみください。

クリスマス
ディナー＆ランチ

中国料理  大観苑

クリスマス限定コース

親しい仲間やご家族での集まりに、
ホテルの美味しさをご自宅で。

TEL.（0952）25-9002
ご予約・お問い合わせ　レストラン予約

TEL.（0952)25-9002
ご予約・お問い合わせ（受付時間 9:00～18：00）

※お持ち帰り限定 
※写真はイメージです

11：30～19：00
お渡し時間

お申し込み期限
12/14（火）

おうち　 パーティセットde

¥13,000（洋） （4名さま用）
1名さま追加 
¥3,300

1名さま追加 
¥6,000

ごちそう佐賀贅沢会席

1名さま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,800
～ 12/29 水11/1 月

¥4,5001名さま・・・・・・・・・・・・・・・・・ ¥10,0001名さま・・・・・・・・・・・ランチ ディナー

12 22《水》 25～ 《土》
ランチ・ディナータイム

レストラン ロータス

11/ ～ 3/31 木11/1 月

うれしの茶と
ぜんざいのセット

¥990
11：00～17：00

～12/30 木11/1 月
スパゲッティ カルボナーラスパゲッティ カルボナーラ

¥1,650

ランチタイム

～ 1/3 月11/3 水・祝
プルミエコース

1名さま・・・・・・・・・・・・・¥7,700
ランチ・ディナータイム

大観苑の味覚
1名さま・・・¥7,700～12/30木11/1月

ランチ・ディナータイム

  　　ランチ・
ディナータイム

タイラギ入りスープそばタイラギ入りスープそば

¥1,870

  　　ランチ・
ディナータイム

ランチコース

1名さま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥3,850
ランチタイム～12/30木11/1月～1/10月・祝11/1月

クリスマス限定

¥24,000（4名さま用）（洋）

いつもは予約でしか買えないスーパーシリーズやホテル
ブレッドを数量限定で販売します。

～12/11土
2021年販売期間 毎週土曜日&

11/23(火・祝）
14：30～18：00

個性豊かなホテルスイーツ

バラエティ豊かなホテルメイドブレッドホテルメイドブレッド

佐賀海苔バゲット

パンバスケット

クロワッサン

チェリーデニッシュ

など各種

12 22《水》 25～ 《土》

スイーツ＆ベーカリー
コレクション

TAKE
OUT

人気の
東京スーパー
シリーズなど

※ご予約は3日前までに
お願いします。

※12/22（水）～25（土）除く※12/22（水）～25（土）除く

※12/22（水）
　～25（土）除く
※12/22（水）
　～25（土）除く　　  Super 

  Mont Blanc
スーパー
モンブラン

Super Melon
スーパーメロン
ショートケーキ

Napoléon pie Puddingナポレオンパイ
など各種

お濠
とろけるプリン

グリーンブリーズ

※12/31（金）～1/3（月）除く※12/31（金）～1/3（月）除く

※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです※写真はイメージです

1ドリンク付き

レストランのご予約・お問い合わせ 《営業時間》
11：30～14：30／17：30～20：30
TEL.(0952)23-1116日本料理  楠

※各店舗、営業時間や営業休止、サービス内容など変更させていただく場合が
ございます。随時、ホテルウェブサイトにてお知らせいたします。 レストラン ロータス

《営業時間》 
11：30～14：30／17：30～20：30
TEL.(0952)23-1115 中国料理  大観苑

《営業時間》
11：30～14：30／17：30～20：30
TEL.(0952)23-1117

《営業時間》 10：00～18：00
グリーンブリーズ TEL.(0952)25-9002


