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西11丁目 大通 〒060-0042　札幌市中央区大通西8丁目

札幌ビューホテル大通公園は、北海道コンサドーレ札幌を応援しています。

（旧　東京ドームホテル 札幌）

※仕入れの状況により、メニュー内容が変更になる場合があります。

おひとり様 

￥6,200　　　　　　
おひとり様 

￥6,000　　　　　　

<お料理7品>
●アンティパスト3種盛り合わせ
（トラウトサーモン・合鴨スモーク・タコと男爵の
ヴィネガー風味）
●彩りチョップドサラダ　オードリー風
●ピッツァマルゲリータ
●南イタリア風　ブイヤベース　バゲット添え
●オーストラリア産牛サーロインの武藏窯グリル
焼き野菜と共に
●茄子とモッツァレラチーズのトマトパスタ
●オードリー・オリジナルジェラート

中国料理

ルファ

1F

TEL.011-261-8332（レストラン予約/10：00～18：00）ご予約受付中

おひとり様 

￥3,000

おひとり様 

￥6,800～
［税・サービス料込］

◎2名様より承ります。

2時間飲み放題付

90分飲み放題付

WEB予約可

WEB予約可 WEB予約可

二次会プラン

忘年会プラン

1

1

11

1

◎2名様より承ります
［税・サービス料込］

◎17：00～21：30
◎4名様より承ります
［税・サービス料込］

◎17：00～23：00
◎2名様より承ります
［税・サービス料込］

中

要予約

要予約

★オードリー・オードブル盛り合わせ

■11/1～12/31　■17：00～21：00■11/1～12/31　■17：00～23：00

TOV62
テーブルオーダーバイキング

おひとり様 ￥4,200　　　　　　

WEB予約可

◎2名様より承ります
［税・サービス料込］

TOV42
テーブルオーダーバイキング

＜メニューの一例＞

＜おひとり様1枚＞

～TOV62限定～ 

12月のスペシャルプレゼント
●十勝若牛のタタキ仕立て　紅油ソース
●カニ肉入りフカヒレスープ
●北京ダック
●鮑とゆり根のあっさり炒め
●大海老の自家製XO醤ソース
●富良野和牛とえぞ舞茸のオイスターソース炒め

＜メニューの一例＞
●

●海老のチリソース
●牛肉とピーマンの細切り炒め
●鶏ももの唐揚げ油淋ソースがけ
●麻婆豆腐
●五目あんかけ焼きそば

TOV42・62とも
11月･12月は

2時間飲み放題
￥2,500 ［税・サ込］

￥2,000！

×

北海道から
東京へ

ホテルディナーと天然温泉で癒やしのプチリゾート。
成田ビューホテルのお試しご宿泊プラン！

【ご予約・ご利用方法】

1泊ご宿泊
+

レストランディナー
+

天然温泉入り放題

1日20室限定

【ご利用期間】2017年11月1日～2018年1月31日

①飛行機の予約はお客様ご自身でバニラエアをご予約ください。
②ホテルの予約はお客様ご自身でお電話にてご予約ください。
③チェックイン時バニラエアに搭乗した証明をご提示ください。
　（確認できない場合は、通常料金になります。）

＜ご予約・お問い合わせ＞TEL.0476-32-1135 （9：30～18：00）

★ご予約期間：10月1日～12月15日まで
★お渡し期間：12/20～12/25 （11:30～21:30）
★お渡し場所：1F オードリー

生クリーム・・・
［直径 18cm］

￥4,800［税込］

フロマージュフロマージュ
［14cm×8cm］￥3,500［税込］

ノエルDX
［56cm×8cm］

￥12,000［税込］

ガトーショコラ
［直径 17cm］

￥3,700［税込］
ルージュ･エ･ノワール
［18cm×7cm］￥3,700［税込］

ご予約
札幌ビューホテル 検索
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2名様より承り
ます

お料理
62品

◎22名様より承

おおお料お
662

2時間
食べ放題

［税・サ込］

電話 レストラン予約（10：00～18：00）
1F オードリー内
店舗

国内LCC初！搭乗のたびにポイントが貯まる「バニラエアポイント」会員登録スタート！

web
TEL.011-261-8332

札幌ビューホテル大通公園のクリスマスケーキ

10台
限定

※入湯税は別途

対

《バニラエアノベルティ（特製ボールペン）プレゼント！》

※写真はイメージです。

り承ります

グ
お料理
42品

＜メニュ
●カニと

￥

お料理理

2時間
食べ放題

宿泊プラン
（チケット+当日の宿泊）

月末金曜日は、ちょっとビューへ。

札幌ビューホテル 大通公園でハッピーアワー。

M ea t

キリンビールPresents 

2017.November-December
11‒12月

宿泊・緑花（ルファ）・オードリーで楽天ポイントカードが使える！！貯まる！！
1ポイント1円で使える！楽天ポイントが貯まる！

う使るめ貯 ご利用金額100円（税・サ込）につき
1ポイント、楽天ポイントが貯まります。
　

貯めたポイントは、ご宿泊・ご飲食の際に
楽天ポイントが使えます。

※フロント、レストランにてカードを配布しております。

各日50名様

各日
先着10名様

WEB予約可WEB予約可予約制

50名様限定

￥3,500［税込］

￥10,000［税込］

おひとり様 ￥6,000［税・サービス料込］

1レッスン ￥5,000［税込］

おひとり様 ￥10,000［税・サービス料込］

おひとり様 ￥1,000［税・サービス料込］

おひとり様 ￥8,000［税・サービス料込］

道産食肉を使った特別メニューのディナーブッフェと
ボージョレ・ヌーボー、女子力アップのミニセミナー
にお土産付きと、お得感満載のイベントです。

11 16（木）11 17（金）

11 24（金）12 29（金）

11 6（月） 11 12（日）

11 21（火）

■申し込み／肉食女子会実行委員会
　TEL.011-221-1141 （株）新生内
　（土･日・祝日を除く9：00～18：00）

＜ご予約・お問い合わせ＞TEL.080-5830-6685 （松丸）http://marukakko.wixsite.com/mysite-1

　　　　　　

イベントスケジュールの詳細はHPにてご確認ください。
http://viewhotels.co.jp/sapporo

Facebookで 「肉食女子会」と検索。電話の場合は名前、連絡先、参加人数をお伝えください。

Premium Friday
プレ金ちょっと飲み

Point card Campaign 
楽天ポイントカード キャンペーン

11 8（水）12 6（水） MARUKAKKO Presents
キレイ塾Project  in札幌ビューホテル大通公園

■ご利用時間/15：00～21：00
■1グループ6名様まで承ります。
■他割引券との併用はできません。
■対象レストラン：Audrey

■13：00～16：00
■ケーキ＆ドリンク付き

■19：00～　■着席ブッフェスタイル

■19：00～　

※2名様より承ります。
※料金にはお飲み物は含まれておりません。
※各種割引の対象外とさせていただきます。

Audrey
ボージョレ・ヌーボーナイト

キリンビールPresents
第2回 肉食女子会in札幌ビューホテル大通公園

Lu-hua 
緑花　美食会

Event Schedule

おひとり様、料理一品注文で
60分飲み放題（生ビール含む）

北の恵み応援フェア 

いよいよボージョレ・ヌーボーが味わえる季節がやって
きました。今年もワインの出来栄えを楽しむと共に、自慢
の武藏窯で焼いたグリル料理をはじめ、オードリーのお
料理を心ゆくまでお楽しみください。

調理長 世戸 直也みずから選び抜いた秋の食材を、中
国料理伝統の技で“食のビュー”“味のビュー”ならで
はに仕上げた特別メニューをお楽しみいただけます。
■ご利用時間/17：00～21：00 （18：30までに入店）

キャンペーン期間中、宿泊・緑花・オードリーで￥3,000（税抜き）以上
楽天ポイントカードを利用すると抽選会に参加できます。
店頭でレシートとポイントカードをご提示ください。

体形に合わせた洋服＆色選び 秋冬のアウターと小物使いのテクニックFashion

Make up

11月8日 日6月21）水（ （水）

C a p t a i n  V i n y l  i n  S A P P O R O

2017.11.24 fri
Open16：00　Close24：00

日本が世界に誇るDJ NORI、 MURO による
DISCO PARTY がビューホテルで初開催！

●ローソンチケット　Lコード12327
●札幌ビューホテル大通公園  宴会予約

前売券

￥4,500［税込］当日券＜会場＞ピアリッジホール（B2F）

★講師：ナカムラタカコ（スタイリスト）　松丸亜弥美（ヘアメイクアーティスト）

肌年齢をマイナス10歳に！
ベースメイクの基本テクニック

40代からの
頑張り過ぎないメイク術

（N）3日間

抽選で「お買いものパンダ絵柄のお皿」が当たる！

美瑛の畜産物・農産物などの特産品から地元ならではの手作り調味料など
美瑛の美味しいものをたっぷり使い、洋食・中華・和食のシェフやパティシエが
趣向をこらし ならではのフェアをお届けします。

美瑛
BIEI

2017 年5月3日、全国に広がるビューホテルズ19番目のホテルとしてオープンし、
その後館内改修工事のため皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。
9月2日1Fに「グリルブッフェ＆レストラン・バー Audrey」が、

10月末には「LOCAL&RESORT ]をコンセプトにした新客室が完成しグランドオープンいたしました。
新たなやすらぎの場として末永くご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

＜ご予約・お問い合わせ＞TEL.011-261-8332 ＜ご予約・お問い合わせ＞TEL.011-261-8332

＜ご予約・お問い合わせ＞TEL.011-261-8334 （宴会予約/10：00～18：00）

«札幌ビューホテル大通公園 グランドオープン記念»

1Fグリルブッフェ＆レストラン･バー Audreyの
ドリンク優待券プレゼント！ さらに

16：00～18：00までにご来場で
ウェルカムドリンク1杯サービス！

■協力：（株）プランニング・ホッコー、（有）エアソーク　■協賛：サッポロビール（株）　■後援：（株）エフエム北海道

おひとり様 チケット
発売中

～

12 1（金） 12 3（日）～

ワンランク上の大人の女性が、もっとキレイになるための楽しいレッスンです。

11月
12月

GRAND OPEN

対象レストラン：Audrey、緑花

北海道上川郡　美瑛町長　浜田　哲
「丘のまちびえい」。十勝岳の織りなす雄大な丘陵地と、内陸性気候特有の寒
暖差によって、四季折々、様々な種類の農産物が収穫できる土地です。傾斜
の強い土地で高度な技術をもつ生産者によって作られた農作物は、美しい
景観を形成するだけでなく、甘み・うまみの強い高品質な食材として、多く
の方々に喜ばれています。訪れるたび表情を変える絶景の丘で作られた美
味しい農畜産物をこの機会にぜひお楽しみください。
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