
G.W.スペシャルランチバイキング

★大人 ￥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）

期間限定人気企画が再登場！大観苑の人気
メニュー、ローストダックやフカヒレスープ、エビ
チリ等、約20種類のお料理が全て食べ放題！
ゴールデンウィークは
ご家族 ・ ご友人と
大観苑でお過ごし
ください。

11：30～14:00

※写真はイメージです。

5/3〈水・祝〉 5/7〈日〉5/3〈水・祝〉 5/7〈日〉

時間／【1部】11：00～ 【2部】13：30～
会場／2F 鳳凰の間

婚礼コース料理無料試食付

ウエディング相談会

★憧れのドレス試着体験　★ご相談＆お見積もり
★挙式場・披露宴会場・衣裳・写真展示

★婚礼コース料理無料試食

★プチフォトウエディング体験
※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。

※ドレス試着写真をスタジオにて撮影、データでプレゼントいたします。（1ポーズ）

5/14〈日〉
時間／【1部】11：00～ 【2部】13：30～
会場／13F ベルビュー

6/25〈日〉

ブライダルサロン　
 0120-23 -1112

★ご予約・お問い合わせは

〈平日 １１：３０～１９：３０　土日祝 １０：３０～１８：３０〉

カジュアルパーティープラン
1名さま  ¥11,000（税サ共）

【料理（洋食ビュッフェ）・飲物・室料】

★挙式料プレゼント 　★前撮りプレゼント
★新郎新婦スイートルーム宿泊プレゼント  他

〈相談会ご来館特典〉

40万円相当の成約特典をプレゼント ！

※人数など一部条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

B1F 中国料理

B1F 中国料理

上海料理の匠、ホテルニューオータニ（東京）中国料理「大観苑」料理長、黒岩利夫がお贈りする特別な
２日間、３度目の開催が決定！ １９６４年の開業以来、“王道主義”を貫き美食家たちに感動を与え続けて
きたホテルニューオータニ（東京）「大観苑」。今回は黒岩利夫を始め、ホテルニューオータニ（東京）四川
料理人 杜 金安（ト キンアン）、ホテルニューオータニ幕張上海点心師 栗 紅（リ･ホン）のこだわりの品 も々
お愉しみいただけます。唯一無二の味わいをぜひこの機会にご堪能ください。

ランチ        （    （1部 11:00～12:30　2部 13:30～15:00）

前菜盛り合わせ／蟹肉入りフカヒレスープ／小海老のあっさり炒め／栗さんの飲茶
三種／若鶏の上海風煮込み／杜さんの和牛麻婆豆腐のかけ御飯／杏仁プリン

ディナー   17：30～ ※最終入店 19：00

￥7,700（税金別 ￥7,000）

￥15,400（税金別 ￥14,000）

〈ご予約・お問い合わせ〉 TEL（0857）21-2503 【予約直通】

※上記料金に別途、サービス料を加算させていただきます。
※ランチ、ディナー共に5/31（水）までのご予約制にて承ります。
※新型コロナウィルス感染症対策としてテーブルでのお会計等にご協力いただきますようお願いいたします。

北京ダック入り前菜盛り合わせ／フカヒレの姿煮／海老のあっさり炒め／栗さんの飲
茶バラエティ／杜さんの四川風スペアリブ／杜さんの和牛麻婆豆腐のかけ御飯／
チャイニーズスイーツ

6/3　･4　〈土〉 〈日〉6/3　･4　〈土〉 〈日〉中国料理の伝統中国料理の伝統
ホテルニューオータニ（東京） 中国料理「大観苑」料理長 黒岩利夫がお贈りする賞味会

※30名さま以上から承ります。
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フィジカル
ディスタンシング

発熱時はご来館を
ご遠慮ください

アクリルパネルの
設置

レストラン・
宴会場の換気

他のお客さまとの距離を
保ったレイアウト

机、椅子、メニュー
などの定期的な消毒消毒液の設置

スタッフの
マスク着用

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。



ホテルニューオータニ鳥取の全レストラン（空港
レストランアゼリア含む）、ご宿泊、売店にてご利
用頂けるお得なクーポン券を販売開始 ！ 
数に限りがございますのでご購入はお早めに ！

■使用期間／5/8（月）～2024年3/31（日）
※500円サービス券のご利用は2023年12/31まで。

■販売期間／5/8（月）～8/31（木）

ホテルニューオータニ鳥取
サンクスクーポン券 販売開始！

〈1,000円券×5枚、500円サービス券×1枚付き〉
1冊￥5,000

11：30～14：00、17：30～20：00

三都うまいもの巡り

5月・6月

B1F 日本料理

5/3（水・祝）～6/30（金）

5/3（水・祝）～6/30（金）

￥9,350（税金別 ¥8,500）

11:30～14:00
5/10（水）～6/30（金）11:30～14:00￥3,080（税金別 ¥2,800）

季節のおすすめ御膳

法蓮草とグリーンアスパラのスープ／茄子としろ菜の煮
浸し／カツオのたたきと白身魚のお造り／季節の万頭あ
んかけ／鱧フライ／小鮎の南蛮漬けサラダ／鰻茶漬け

香味揚げチキンとタルタルソース／白身魚のフライ アメリカン
チェダーチーズソース／国産牛のロースト キドニービーンズと
共に／バナナ＆チョコレートブッセ 他

日本料理 山茶花料理長 梶原成二郎が贈る特別会席が期間限定にて
登場。梶原が料理長として腕を振るった三都（熊本・大阪・鳥取）の“旨い”
を集めたこだわりの会席をこの機会にぜひご堪能ください。

平日
ランチタイム
限定

ランチタイム
限定

出石のざるそばと
かき揚げ小丼ぶり

13F

13F

日本料理 山茶花
梶原料理長による

￥11,000（税金別 ￥10,000）

Specialty Dinner
5/1（月）～6/30（金）17:30～20:00

カリフォルニアワイン会

13F BelleVue 初夏のカリフォルニアワイン
会開催！ 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。

13F BelleVue 初夏のカリフォルニアワイン
会開催！ 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。

￥10,000（税サ共）18：15～20：15（受付17:45～）

13Fコーヒーショップ13Fコーヒーショップ

谷本暢正 Presents

5/27（土）

アミューズ ブーシュ
お愉しみオードブル
柚子胡椒のクリームパスタ 焼き帆立貝柱を添えて
魚介のオーブン焼き 地中海のトマトアクアパッツァ
和牛いちぼ肉の網焼き 黒胡椒香る赤ワインソース 彩り焼き野菜添え
シェフお勧めデザート
香り豊かなオータニブレンドコーヒー
パンとバター

menu

鶏肉の網焼き 柚子胡椒風味
サラダ仕立て

（ライス又はバケット付）
￥1,485（税金別 ￥1,350）

白身魚のベーコン巻きロースト
サフラン風味のラタトゥイユを添えて

（ライス又はバケット付）
￥1,705（税金別 ￥1,550）

アスパラガスと小海老の
ペペロンチーノ
（バケット付）

￥1,540（税金別 ￥1,400）

5/1（月）～6/30（金）
11:30～14:00初夏のグルメフェスタ

￥6,930（税金別 ￥6,300）

￥6,600（税金別 ￥6,000）

丸ごと一匹使用したこだわりの
国産うなぎを蒸し上げ、山茶花
特製ダレで香ばしく焼き上げまし
た。3通りの食べ方でお愉しみく
ださい。

5/3（水・祝）～9/30（土）

¥1,620（税込） ￥2,160（税込）

4/22（土）
～5/14（日）

ひつまぶし
こだわりの国産うなぎを使用

（小鉢、香物、肝吸付）

特製のタレで焼き上げた
山茶花特製うな重。

うな重（小鉢、香物、肝吸付）

￥1,430（税金別 ¥1,300）（小鉢付）

マンゴープリン（3個入り）

5/15（月）
～6/18（日）

バウムクーヘン（5個入り）

バイキングレストラン Parier　ビアホール

【パリエール】 【ベルビュー】

13F BelleVue
女子会プラン

¥5,500（税サ共）

★大人 ￥5,500
★中学生～18歳 ￥3,300
★小学生 ￥2,100
★幼児（4～6歳） ￥1,200

（税サ共）
（税サ共）
（税サ共）
（税サ共）

※前日正午までのご予約にて2名さま～
　12名さまでのご利用で承ります。

17：30～21：00（L.O 20:30）6/1（木）～8/31（木） 17：30～20：00

洋風料理＋飲み放題2時間付き

食べ放題＋飲み放題

土曜日限定！ 夏を彩るサマーカクテルが登場！
水･木曜日は

スパークリングワイン付！

さぁ、飲もう！

※6月は内容を変更してご提供いたします。

特別なあの人へ、ニューオータニオリジナルギフトはいかがですか？

母の日に母の日に 父の日に父の日に 販売期間販売期間

琴浦サーモン昆布締め　白いか 河内鴨の柳川風鍋 馬刺し

鳥
取

大
阪
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本

※ご予約状況に応じて営業
時間の変更、およびテー
ブルオーダーバイキングに
てご準備させていただく場
合がございます。
※5/19より金･土曜日はビ
アバイキング、その他はリ
ザベーションビアバイキン
グにて承ります。詳細はお
問い合わせください。

※日本料理山茶花では定休日を設けております。詳細はお問い合わせください。

+ ￥495（税金別  ￥450）にてサラダ又はスープ又はコーヒー付

※6月は一部内容を変更してご提供いたします。 ※2日前までのご予約制にて承ります。

6/24（土）
天空の調べ

【演者profile】 津軽三味線／因幡謙翔流。23歳から津軽三味線を父に学ぶ。篠笛／2019年から
津軽笛奏者 佐藤ぶん太氏に師事。三味線、和太鼓、篠笛、尺八などの和楽器の演奏を中心に活
動。和楽器ユニット「因伯音」など、鳥取県中部を中心に県内外で演奏、公演活動を行っている。 山内有二

三味線×ピアノ デュオコンサート予告

¥5,500分ご利用できます

夏のおすすめ麺＆飯

￥5,50０（税金別 ￥5,000）
※2名さま以上のご利用にて承ります。

スタンダードコーススーペリアコース

6/1（木）～ 7/15（土）11:30～14:00、17：30～20：00

カレー麻婆掛けご飯
￥1,650（税金別 ￥1,500）

まるごと冷しトマトの冷麺
￥1,650（税金別 ￥1,500）

5/1（月）～6/30（金）17：30～20：00
￥9,35０（税金別 ￥8,500）

※2日前までのご予約制にて2名さまより承ります。

5/1（月）～6/30（金）17：30～20：00

前菜盛り合わせ／コーン入りフカヒレスープ／小海老
のチリソース煮／酢豚／点心2種／五目冷麺／杏仁
豆腐

中華風鮮魚の刺身／冬瓜入りフカヒレスープ／海鮮
トーチ炒め／牛フィレ肉の黒胡椒炒め／ローストダック
／ブラック冷麺／ココナッツミルク・月餅

※6/3（土）、4（日）はイベント開催のため上記メニューは販売を休止させていただきます。

ディナーセット
単品プラス ￥1,540（税金別 ￥1,400）

前菜、春巻・焼売又はサラダ、杏仁豆腐付

ランチセット
単品プラス ￥440（税金別 ￥400）

春巻・焼売又はサラダ、杏仁豆腐付

B1F 中国料理

Hot & Cool

※他メニューございます。

NEW NEW

1日10食限定

町のソムリエ 谷本暢正

ランチタイム
限定
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