
SUMMER FAMILY PLAN
夏のファミリープラン

ウェスティンホテル東京のレストランでは、ご家族でお楽しみいただける
夏季限定プランをご用意しています。夏休みの思い出に残るひとときを
お過ごしください。
In this summer, the restaurants at The Westin Tokyo have prepared an 
array of fun activities promising a memorable summer experience with 
your family.

7.20(Sat)～8.31(Sat)

※対象年齢は4歳～12歳 Suitable for children aged 4-12



広東料理「龍天門」 
家族みんなで「包（パオ）」
RYUTENMON (Cantonese Restaurant)
Family Wrapping Party

「餅（ビン）」（自家製の薄焼きクレープ、ライスペーパーな
ど）で料理や食材をくるりと包んで。焼売の包み方レッス
ンも楽しい、お子様も大喜び間違いなしのプランです。
Experience the joy and excitement of wrapping various ingredients 
with your choice of wrapping dough and a fun Shaomai dumpling 
making lesson - a plan sure to delight everyone. 

ランチ Lunch
平日 Weekdays　11:30-15:00  
土日祝 Weekends & Holidays　11:00-16:00
大人 Adult ￥5,800  お子様 Child ￥3,800　
ディナー Dinner　17:30-21:30
大人 Adult ￥9,800  お子様 Child ￥5,800

フレンチレストラン「ビクターズ」 
キッズシェフ
Victor’s (French Restaurant)
Kids Pastry Chef Experience

お子様とショートケーキのデコレーションを体験。終了後
そのケーキがデザートで登場するコース料理と簡単なテ
ーブルマナーのレクチャーを楽しんでいただきます。
This fun-filled family plan includes a creative shortcake 
decoration experience followed by a French lunch course 
with the decorated cake as dessert. Your little ones will 
also receive a primer to Western table manners.

ランチ Lunch  
平日限定 Weekdays 11:30-15:00
大人 Adult ￥6,000  お子様 Child ￥4,000

日本料理「舞」 
ちびっこ寿司職人
MAI (Japanese Restaurant)
Be a Sushi Master

寿司職人が握り寿司や巻寿司の作り方、お寿司にまつ
わる豆知識をレクチャー。最後にご家族で握ったお寿
司をお楽しみください。

A special Sushi experience just for you - begin with 
the chef’s introduction of Sushi fun facts followed by 
an interactive Sushi-making workshop enjoyed by 
everyone.

鉄板焼「恵比寿」 

１日スタッフ体験
YEBISU (Teppanyaki Restaurant)
Kid’s Teppan Master Experience

オーダーをとったり、ドリンク作りや焼き手のお手伝い
など、サーバーのお仕事を個室で体験いただきます。
お子様プレートとエプロンをプレゼントします。

Enjoy a splendid moment with your family in the comfort of 
YEBISU’s private rooms where your kids take over the role of 
serving and preparing your meal under the guidance of our 
teppan masters. 

平日限定 Weekdays  15:30～ (所要時間：約2時間)
大人 Adult  ￥8,000
お子様 Child  ￥5,000

※1日1組限定　※3日前までにご予約ください。
※土日祝日の開催はお問い合わせください。
※ご予約：Tel.03-5423-7781

平日限定 Weekdays
ランチ Lunch  11:30-15:00  ディナー Dinner  17:00-21:30
大人 Adult     通常メニューよりお選びください Menu Selections 
お子様 Child  お子様プレート（￥3,000）無料
                        Complimentary Kid’s Plate for children

※3日前までにご予約ください。 ※２～12名様まで、個室限定。
※個室料（￥6,000）を別途頂戴いたします。  ※ご予約：Tel.03-5423-7790 

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」 キッズベーカリーシェフ＋ランチブッフェ
THE TERRACE (International Restaurant) Kids Bakery Chef Experience + Lunch Buffet

個室でパン生地をお好きな形にこねてトッピング。ランチ
ブッフェをお召し上がりの間にテラスのオーブンで焼き上
げた手作りパンは、ランチ後にお持ち帰りいただきます。

A bread-making workshop for your little ones guided by 
our star bakery chef. Take your freshly baked masterpieces 
home after a scrumptious lunch bu�et at THE TERRACE for 
a joyous afternoon.

※要予約　※各日先着お子様8名まで。
※ランチご予約の際、同時にお申しつけください。
※ご予約：Tel.03-5423-7778

*Reservation required. Limited to the first 8 children per day. 
*Workshop to be confirmed along with your lunch bu�et booking at The Terrace.
*Duration: Approx. 3 hours *Reservations: Tel. 03-5423-7778

毎週木曜日 Every Thursday 11:30～ (所要時間：約3時間)　大人 Adult ￥4,300  お子様 Child ￥2,200 （ランチブッフェ込み Lunch Bu�et）

*Limited to one group per day.  *Duration: Approx. 2 hours
*Reservation required at least 3 days in advance.
*Please contact MAI for weekend reservations.
*Reservations: Tel. 03-5423-7781

※3日前までにご予約ください。　※ご予約：Tel.03-5423-7787
*Reservation required at least 3 days before date of visit.
*Reservations: Tel. 03-5423-7787

※3日前までにご予約ください。 ※ご予約：Tel.03-5423-7777
*Reservation required at least 3 days before date of visit.
*Reservations: Tel. 03-5423-7777

*Reservation required at least 3 days in advance. 
*For groups of 2-12 guests in private room. 
*Private Room charges (¥6,000) will be applied to this activity.
*Reservations: Tel. 03-5423-7790

※上記料金に別途、消費税及びサービス料（13％）を加算させていただきます。 All prices are subject to consumption tax and 13% service charge.
※対象年齢は4歳～12歳 Suitable for children aged 4-12.
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