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Wedding Fair

2.26

〈日〉

【2部制】

入場無料

時間／【1部】10：00〜【2部】13：00〜 会場／3F 鶴の間

Vol.

73

料理・会場・衣裳のほか、
本番さながらの模擬挙式も
ご覧いただけます。

★模擬人前挙式（チャペル）

★婚礼コース料理無料試食（予約制）
※ご試食は前日までのご予約制にて承ります。
また、3名さまからは有料にて承ります。

★式場展示（チャペル式場、神前式場）
★婚礼料理・衣裳展示

★会場コーディネート展示（鶴の間）

★衣裳試着（3F ウシオ衣裳室）

による
★
「ウエディングドレスが似合う姿勢の
作り方講座」開催

★婚礼アイテム展示（写真、引出物等）
★ご相談・お見積り

〈ウエディングフェアご来館特典〉

40万円相当の成約特典をプレゼント！
★新郎新婦スイートルーム宿泊プレゼント
★挙式料プレゼント
※人数など一部条件がございます。
★前撮りプレゼント 他
詳しくはお問い合わせください。

ウエディング相談会

1.29〈日〉

〈婚礼コース料理無料試食付〉

ご予約・お問い合せは
婚礼フリーダイヤル
婚礼メールアドレス

1部 11：00〜
2部 13：30〜

ブライダルサロン

0120 - 23 -1112

まで

平日 １１
：
３０〜１９
：
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：
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bridal.tottori@newotani.co.jp

https://www.newotani-tottori.jp/wedding/

一年のはじまりは 特別な場所で
お正月スペシャルランチバイキング
【1部】11：00〜12：30 【2部】13：00〜14：30〈90分制〉

1.2 1.3
〈月〉

2.18

〈火〉

18：15〜20：15

〈土〉（受付17:45〜）

新年最初のおもてなし！

1月2日はホテルロビーにて

振舞酒を行います

お正月大人気企画！新春を彩る大観苑こだわりの
お料理約20種が全て食べ放題！
新年の始まりはぜひ大観苑で
お過ごしください。

冬のイタリアワイン会
13F Belle Vue冬のイタリアワイン会開催！街の
ソムリエこと谷本暢正氏を講師としてお迎えし、
ラグジュアリーなひと時をお届けいたします。
シェフ特製のお料理と共に、谷本氏による上質
なマリアージュを心行くまでご堪能ください。
1名さま ￥10,000（税サ共）

谷本暢正氏 Profile

予約制
２日間限定
★大人

昭和43年生まれ。専修大学経済学
部卒業後、百貨店へ入社。帰鳥と同
時に株式会社谷本酒店へ入社し、平
成21年に代表取締役社長に就任。
「まちのソムリエ」
としてワインのみなら
ず、
お酒の魅力を伝え続けている。写
真はProWein（ 世界最大の国際ワイ
ン見本市）参加時、老舗ワイナリーで
修行中の若者と。

￥4,180（税金別 ￥3,800）

★シニア（65歳〜） ￥3,520（税金別 ￥3,200）
★小学生

￥2,200（税金別 ￥2,000）

★幼児（4〜6歳）

￥1,210（税金別 ￥1,100）

※写真はイメージです。 ※本プランはご予約制にて承ります。
※本プラン販売時はその他メニューの販売を休止させていただきます。

B1F

13F コーヒーショップ

ホテルニューオータニ鳥取では新型コロナウィルス感染症対策として営業
時間の変更、
営業休止、
消毒や検温、
アクリルパネルやフィジカルディスタン
スといった感染症防止対策を十二分に実施することはもちろん、
ホテルなら
ではの 総合力 でのおもてなしをプラスして、皆さまのご来館をお待ちして
おります。最新の営業時間についての情報は公式サイトをご確認ください。

スタッフの
マスク着用

消毒液の設置

机、椅子、メニュー
などの定期的な消毒

他のお客さまとの距離を
保ったレイアウト

レストラン・
宴会場の換気

アクリルパネルの
設置

発熱時はご来館を
ご遠慮ください

フィジカル
ディスタンシング

代表者様への
ご連絡先のお伺い

Hotel New Otani Tottori Information

おすすめコース

石焼炒飯＆麺

1/1（日・祝）
〜2/28（火） 17：30〜20：00

1/4（水）
〜2/28（火） 11:30〜14:00、17：30〜20：00

※2名さまより承ります。

大観苑のオリジナル炒飯と麺を熱々の石焼き器に入れました。
寒い冬に体を温めてくれるHotなメニューの数々、
食欲をそそる音、
この機会にぜひご堪能ください。
海鮮石焼炒飯
￥1,760
（税金別 ￥1,600）

スーペリアコース 【2日前までのご予約制】

１名さま ￥9,35０
（税金別 ￥8,500）

石焼スープそば
￥1,540（税金別 ￥1,400）

韓国石焼ビビンバ丼
￥1,760（税金別 ￥1,600）

ランチセット

石焼あんかけ焼きそば
￥1,540（税金別 ￥1,400）

ディナーセット

単品プラス ￥440（税金別 ￥400）

単品プラス ￥1,540（税金別 ￥1,400）

前菜、
春巻・焼売又はワンタンのサラダ、
杏仁豆腐付

春巻・焼売又はワンタンのサラダ、
杏仁豆腐付

Specialty Dinner
1/1（日・祝）
〜2/28（火） 17:30〜20:00

1名さま ￥11,000（税金別 ￥10,000）

特選前菜盛り合わせ／蛤と筍のスープ／海老の金砂炒
め／牛肉と野菜炒め／スペアリブ／フカヒレあんかけ炒
飯／タピオカ入ココナッツミルク、
ココナッツ団子

スタンダードコース

１名さま ￥5,5００
（税金別 ￥5,000）

前菜盛り合せ／玉子とフカヒレのスープ／海老の北
京風甘酢炒め／豚肉のガーリックソース／点心二種
／牛肉入り黒胡椒ビーフン／杏仁豆腐

冬の味覚

第二弾

B1F
営業時間 11：30〜14：00、17：30〜20：00

冬の旨いを満喫コース！

1/1（日・祝）
〜2/26（日）
11:30〜14:00、17：30〜20：00
１名さま ￥9,35０
（税金別 ￥8,500）

冬の味覚をふんだんに使用した一押しの会席
第二弾！ この機会にぜひご賞味ください。

menu
アミューズブーシュ
お愉しみオードブル
熱々オニオングラタンスープ
宿毛産真鯛のワイン蒸し デュグレレソース
蕪のエチュベと共に
和牛いちぼ肉の網焼き 西洋山葵と林檎のソース
彩り焼き野菜添え
抹茶フィナンシェと栗モンブランのマリアージュ
香り豊かなオータニブレンドコーヒー／パンとバター

ランチタイム
限定

海老とフカヒレの小茶碗蒸し／季節の小鉢三品と口
取り三種／お造り三種盛り合わせ、河豚握り寿司／
牛ロース肉の生姜焼きサラダ風／鰤しゃぶしゃぶ小
鍋／柚子釜盛り／蟹釜飯と赤出し汁／甘味二品
※ランチタイムは前日までのご予約制にて承ります。
※松葉蟹料理は5日前までの予約制にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

冬のグルメフェスタ

第二弾

ランチタイム
限定

1/1（日・祝）
〜2/28（火）
11:30〜14:00

1月・2月

季節の御膳

1/4（水）
〜2/26（日） 11:30〜14:00
１名さま ￥3,080（税金別 ￥2,800）

小鉢二品／牛肉と大根の煮込み／蟹入り里
芋コロッケ／お造りのこまごま胡麻醤油和え／
菜飯と若竹吸物／おすすめ甘味一品

豚バラ肉の煮込み 味噌シチューソース

魚介のアクアパッツァ トマト仕立て

￥1,485（税金別 ￥1,350）

￥1,650（税金別 ￥1,500）

（ライス又はバケット付）

（ライス又はバケット付）

★牛肉ラグーとポテトのスパゲッティ ボローニャ風
（バケット付） ￥1,485（税金別 ￥1,350）
★蟹のドリア（スープ付） ￥2,200（税金別 ￥2,000）

笑顔あふれる…

あつあつ小鍋コース

ディナータイム
限定

1/1（日・祝）
〜2/26（日） 17:30〜20:00

※2月は一部内容を
変更いたします。

選べる小鍋に前菜、
お造り、
雑炊、
甘味が付いた
おすすめのコース。
メインはてっちり鍋、
ぶりしゃ
ぶからお好みの小鍋をお選びいただけます。

1/14（土）
〜3/10（金）

い ちえ

いちご一笑フェア 2023

第一弾

ひと足早く、
瑞々しいいちごをふんだんに使用した「いちご一笑フェ
ア」開催！ この時期しか味わえないオリジナルスイーツをお愉しみく
ださい。新作アイテムもラインナップいたします♪

いちごのナポレオンパイ ￥1,155（税金別 ￥1,050）
コーヒー付セット

13F

￥1,705（税金別 ￥1,550）

ホテルの味をお好みの場所で

ガトーショコラ

1/15（日）
〜2/14（火）

期間限定スイーツ

TAKE
OU T

食べた瞬間に口の中に広がるしっとりとした歯ごたえと、
同時
に広がる余韻の長い濃厚なチョコレート『
。ミルク』
と
『スイート』
2種類をご用意しております。

鰤しゃぶ鍋 ￥5,50０
（税金別 ￥5,000）

￥2,160（税金共）

シャルロットショコラ
2/1（水）
〜2/14（火）

コーヒーショップベルビューにてバレンタイン期間限
定スイーツが登場！ 濃厚なショコラの味わいと、
ベ

冬のテイクアウト弁当

予告
TA K E
O UT

1/15（日）
〜2/28（火）
まで 予約制
ホテルシェフによる人気の特製弁当が再び登場！
詳細は公式サイトでご案内いたします。

美食の饗宴

2 Days

・12（日）
3/11（土）
和食料理界のトップシェフ！恵比
寿の名店「賛否両論」
より、
マス

リーの爽やかさが特別な時間を演出いたします。

ターこと笠原将弘氏を招いての

購入特典

特別な2日間開催決定 ! !

13Ｆベルビューのドリンク
サービス券をプレゼント！

独創的な感性で作り上げられる
笠原氏のお料理をぜひご堪能く

※右記のシャルロットショコラ
をご注文時にご利用いた
だけます。

ださい。詳細は公式サイトにてご
案内いたします。
小海老のチリソース弁当 ¥1,450（税金共）他

￥715（税金別 ￥650）
コーヒー付セット

￥1,265（税金別 ￥1,150）

期間中カップルでのご来店で、本商品を
特典 ご注文頂くとサービス料が無料！

【1F 売店】

B1F 日本料理

日本料理山茶花では当面の間、
月、火曜日を定休日としております。但し、1月２日・３日・９日は営業いたします。

バレンタインにおすすめ
特別なギフトを

てっちり鍋 ￥6,60０
（税金別 ￥6,000）

【13F コーヒーショップ ベルビュー】

冬のグルメオードブルもございます

につき
ご好評
催決定！
再び開

楽しく華やいだ特別なパーティーを…。
1/7（土）
〜2/2８
（火） 予約制
●約5人前 ￥6,480（税金別 ￥6,000）
※2日前までのご予約制にて承ります。

※掲載画像はすべてイメージです。※食材の入荷状況によりメニューは変更となる場合がございます。※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。

編集発行 ホテルニューオータニ鳥取 〒６８０-０８２２ 鳥取市今町２丁目１５３
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