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【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（最終入場14:00）

【交通】 JR札幌駅から車で約30分
【TEL】 011-773-2799
【住所】 北海道札幌市北区束茨戸132
【駐車場】 無料・2,000台
【予約】 不要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

北海道フードマイスタープロデュースのメニューをはじめとした洋食の
数々に加え、バラエティー豊かな和食やスイーツも並びます。20種
類のソフトドリンク付き。充実したお子様サービスはご家族やママ友
サークルにも好評です。

おとな２名利用人数

※掲載の情報は2019年7月現在のものとなります。利用可能施設・ご提供内容は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の
特定除外日（各施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

昼食内容 洋・和食バイキング

オリジナル
特典

ホテルメイドクッキー
（1組1つ）

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
【交通】 地下鉄西11丁目2番出口から徒歩約3分

札樽自動車道 札幌北ICから約25分
【TEL】 011-241-1251
【住所】 北海道札幌市中央区南2条西11丁目
【駐車場】 有料・177台
【予約】 要 予約先：011-241-1251

（レストラン予約係〈9：00～20：00〉）
【特定除外日】 2020/2/3-11

札幌プリンスホテル「ブッフェレストラン ハプナ」では、北海道の素材
を中心にアレンジした日本料理・西洋料理・中国料理・デザートのバラ
エティー豊かなメニュー全60品が食べ放題。ホテルとJR札幌駅北口
間の無料シャトルバス運行中。

おとな２名利用人数

昼食内容 和食・洋食・中華ブッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク（ノンアルコールカクテル）
（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日17：00-21：30
土・日・祝日11:30-21:30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 地下鉄白石駅から徒歩約7分または
南郷7丁目駅から徒歩約7分
札幌自動車道 大谷地ICから約25分

【TEL】 011-863-5251
【住所】 北海道札幌市白石区南郷通4-南1-1
【駐車場】 無料・100台
【予約】 要 【特定除外日】 貸切日・催事日

札幌市内唯一のビール工場である、アサヒビール北海道工場に隣接
したアサヒビール園で美味しいビールとジンギスカンが最高の魅力で
す。

おとな２名利用人数

昼食内容 2種ラム肉ジンギスカンセット

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ビール・ソフトドリンクより）(2名様分)

- 2019.10.01改訂 -

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR・地下鉄新さっぽろ駅から徒歩約3分
道央自動車道 札幌南ICから約7分

【TEL】 011-893-6933
レストラン予約10：00～20：00

【住所】 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目
【駐車場】 有料・200台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

お気軽にご利用いただけるホテル高層階での絶景ランチ。シェフ厳
選食材でつくる中国料理を心ゆくまでお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 スペシャルランチコース

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
(2名様分)

本格的な中国料理！

全施設
共通除外日
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:00-15:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR盛岡駅から徒歩約3分
東北自動車道 盛岡ICから約15分

【TEL】 019-625-6261
【住所】 岩手県盛岡市盛岡駅前北通2-27
【駐車場】 2時間まで無料・30台、本館530台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※満席や貸切営業の場合はお断りさせていた
だくことがございます。

「ライブ・キッチン」を導入し、美味しい料理を味わうだけではなく、目
で、舌で五感で楽しめるニューヨークスタイルのダイニング。季節ごと
の食材を使用した旬の味覚とデザートの数々をご堪能ください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビールまたは
ソフトドリンクより）（2名様分）

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR仙台駅から徒歩約3分
東北自動車道 仙台・宮城ICから約15分

【TEL】 022-265-5545
【住所】 宮城県仙台市青葉区中央4-1-8 17階
【駐車場】 2時間まで無料・73台
【予約】 要
【特定除外日】 月曜日（祝日の場合は営業、振替
定休あり）

シノワズリーがテーマの落着いた色合いの内装。17階からの眺望と共
に、楽しい食事の時間をお過ごしください。

おとな２名利用人数

昼食内容 点心ランチ

オリジナル
特典

ワンドリンク、北京ダック
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
【交通】 JR秋田駅から徒歩約10分

秋田自動車道 秋田中央ICから約15分
【TEL】 018-834-1141
【住所】 秋田県秋田市中通1-3-5
【駐車場】 有料・100台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

料理・サービス・そのすべてにホテルの粋を集めたおもてなしが自慢
です。ランチセットは、季節に合わせたシェフおすすめの味をご用意い
たします。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチセット

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR酒田駅からタクシーで約5分
東北自動車道 酒田ICから約20分

【TEL】 0234-24-0248
【住所】 山形県酒田市日吉町2-1-32
【駐車場】 無料・30台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

酒田大火の影響もなく、酒田の料亭文化を支えてきました。また、原
爆の図の作者、九木位里画伯をはじめ、たくさんの芸術家が訪れた
店として有名です。その数々の絵を見ながら酒田の旬を活かしたお
料理で、ゆっくりとした時間をお過ごしになれるでしょう。

おとな1名利用人数

昼食内容 特大鰻重定食

オリジナル
特典

ワンドリンク
（地酒1杯またはソフトドリンク）

【ご利用可能時間】 11:30-13:00/13:10-14:40 
※2部制（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR千歳駅から車で約30分または
JR南千歳駅から車で約35分
札幌自動車道 千歳ICから約30分

【TEL】 0123-25-2211
【住所】 北海道千歳市支笏湖温泉
【駐車場】 有料・50台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

「ヘルシーなおいしさ」をテーマに新鮮野菜、新鮮な魚介など北海道
の食材を中心にシンプルに調理してご提供する新しいスタイルのヘル
シービュッフェレストランです。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

シュークリーム
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11：30-14：00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR函館駅から市電で約7分
函館空港から車で約28分

【TEL】 0138-26-3111
【住所】 北海道函館市末広町22-11

北島三郎記念館・ウイニングホテル7F
【駐車場】 無料・40台 【予約】 要
【特定除外日】 2020/花火大会開催日（日程未定）
※貸切等で、ご予約お受けできない場合もございま
す。

「和モダン」をコンセプトに函館の食材をたっぷりと使い、ひと工夫を加
えた料理をお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 セットランチ

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
【交通】 JR函館本線小樽築港駅から徒歩約6分

札幌自動車道 小樽ICすぐ
【TEL】 0134-21-3402
【住所】 北海道小樽市築港11-3
【駐車場】 5時間まで無料・124台
【予約】 不要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

小樽港ヨットハーバーに面したブッフェレストランでは作りたての味を楽
しめるオープンキッチンスタイルで、優雅なランチタイムを満喫できま
す。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食・中華ブッフェ

オリジナル
特典

ホテルオリジナルケーキ
（2名様分お持ち帰り）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR青森駅からタクシーで約5分または
新青森駅からタクシーで約20分
東北自動車道 青森中央ICから約10分

【TEL】 017-775-4141
【住所】 青森県青森市堤町1-1-23
【駐車場】 4時間まで無料・130台
【予約】 要 【特定除外日】 貸切日、日・祝日

陸奥湾を一望する市内、最上階のレストラン。月替りのテーマでバイ
キング形式のお料理をお愉しみいただけます。毎週金曜日は特に人
気の飲茶バイキングをご提供。上質の雰囲気を演出いたします。

おとな２名利用人数

昼食内容
洋食バイキング

（金曜日のみ飲茶バイキング）

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
(2名様分)
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:30/
土・日・祝日11:30-15:00
※土・日・祝日のみ90分制

利用は11：30～の予約に限る（ラストオーダー 14:30）
【交通】 西武新宿線本川越駅直結または東武東上線川
越市駅から徒歩約7分またはJR線・東武東上線川越駅
から徒歩約10分
【TEL】 049-227-1104
【住所】 埼玉県川越市新富町1-22
【駐車場】 3時間まで無料・330台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ホテル9階に位置するバラエティ豊かな料理が楽しめるブッフェレスト
ラン。大きな窓からは陽光が入り、明るく開放的な雰囲気です。約20
種類の料理は定期的にメニュー内容を変更しております。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスビール・グラス
ワイン・キリンフリーより）(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 13:50）

【交通】 JR舞浜駅から送迎バス約5分
首都高速 葛西または浦安出口から約10分

【TEL】 047-355-1111
【住所】 千葉県浦安市舞浜1-6
【駐車場】 3時間まで無料・280台
【予約】 要 【特定除外日】 2020/1/20・21
※予約はご利用日の3日前まで。11：30～12：00ご来館
のご予約

沿岸沿いに立ち並ぶ、カリフォルニアハウスの外装をイメージしたリ
ゾート感にあふれながらも、どこかアットホームなリビングの空気感を
演出。オープンキッチンではシェフが腕をふるい、バラエティに富んだ
料理がお出迎えします。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルブレッド
（1組1つ）

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 西武池袋線西武秩父駅からバスで約20分
関越自動車道 花園ICから約40分

【TEL】 0494-22-8111
【住所】 埼玉県秩父市久那637-2

秩父ミューズパーク 内
【駐車場】 無料・100台
【予約】 要 予約：0494-22-8111 ※「ドコモdポイン
トチケット持参」の旨お伝えください
【特定除外日】 2019/12/1-2020/3/31

秩父長尾根丘陵に広がる秩父ミューズパーク内、四季折々の美しい
自然に包まれたリゾートコテージ。都会の喧騒から離れて、寛ぎのひ
とときを。

おとな1名利用人数

昼食内容 日帰りBBQ スタンダードBBQ

オリジナル
特典

ワンドリンク

【ご利用可能時間】 11:30～14:30
（曜日により異なる場合あり）
（ラストオーダー 14：30）

【交通】 JR新浦安駅から徒歩約1分
首都高速 浦安出口から約5分

【TEL】 047-350-8561
【住所】 千葉県浦安市美浜1-8-2
【駐車場】 2時間30分まで無料・169台
【予約】 要
【特定除外日】 土・日・祝日（定休日がございます。
詳しくはお問い合わせください。）

和・洋・中、3店舗ともレストランはブッフェスタイル。季節を感じる料理
や実演パフォーマンス等、五感で楽しむ演出もご好評いただいており
ます。

おとな２名利用人数

昼食内容
「美浜」和食ブッフェ・「グランサンク」洋食ブッフェ

「チャイニーズ・テーブル」中国料理ブッフェ

オリジナル
特典

カラオケルーム「フェスタ」にてご利用出来る
1時間室料券（2名様分）プレゼント

【ご利用可能時間】 11:00-21:00
（ラストオーダー 20:30）

【交通】 バス停四季の里入口から徒歩約6分
東北自動車道 福島西ICから約15分

【TEL】 024-593-0113
【住所】 福島県福島市荒井字川石田1-1
【駐車場】 無料・177台
【予約】 要
【特定除外日】 2020/1・2月の毎週火曜日、2月に
施設点検日あり（電話にて要問合せ）

美しい自然に囲まれた農園ビアレストランです。アサヒビール福島工
場生産の生ビールとジンギスカンをお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容
特選ラム肉＆豚肉ジンギスカン

食べ放題（ライス2枚付）

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ビール・ソフトドリンクより）(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR宇都宮駅からタクシーで約10分
北関東自動車道 宇都宮上三川ICまたは
東北自動車道 鹿沼ICから約20分

【TEL】 028-635-2111
【住所】 栃木県宇都宮市西原町142
【駐車場】 無料・200台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

創業64年を迎えた宇都宮の老舗ホテルで愛され続ける本格中国料
理店です。季節毎に信頼の美味しさを提供し、長年のご愛顧とご好
評をいただいております。

おとな２名利用人数

昼食内容
中華御膳（メイン・サイドメニュー5品・
ご飯・スープ・デザート）＋ドリンクバー

オリジナル
特典

「グランドテラス」コーヒー券
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 つくばエクスプレスつくば駅から徒歩約2分
常磐自動車道 桜土浦ICから約10分

【TEL】 029-896-3261
【住所】 茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1 本館2
階
【駐車場】 プラン利用時3時間まで無料・60台
【予約】 要 【特定除外日】 2020/4/1-9/30

あたたかい自然の光が差し込む開放感あるカジュアルレストランで、
週替わりの肉・魚料理を両方楽しめるサーフ＆ターフランチをサラダ
バー、デザート付でお召し上がりください。

おとな２名利用人数

昼食内容
サーフ＆ターフランチ＋

サラダバー＋ランチデザート

オリジナル
特典

カフェテラス「カメリア」または中国料理
「桃花林」の10%OFF券（人数分）

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:00
土・日・祝日11:30-14:30

（ラストオーダー 平日13:30/土・日・祝日14:00）
【交通】 JR前橋駅からタクシー約6分

関越自動車道 前橋ICから約10分
【TEL】 027-223-6111
【住所】 群馬県前橋市大手町1-9-7
【駐車場】 無料・400台
【予約】 要 【特定除外日】 月曜日（定休日、祝日
の場合は営業、翌火曜日休）

当レストランでは、磨きぬかれた本場北京料理の数々をお気軽な点
心から本格的な卓料理まで多数取り揃えております。皆様のご来館
を心よりお待ちしております。

おとな２名利用人数

昼食内容 中国レストラン朔風特別コース

オリジナル
特典

朔風特製ウーロン茶葉または
ジャスミン茶葉（2名様分）

東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート
（旧：サンルートプラザ東京）

設定期間終了



－ －4

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 14：00-20：00
（ラストオーダー 20:00）

【交通】 東京メトロ国会議事堂前駅・溜池山王駅直結

【TEL】 03-3503-0872
【住所】 東京都千代田区永田町2-10-3
【駐車場】 有料・135台
【予約】 要
【特定除外日】 2020/1/6-15

メインロビーから続く吹き抜けの空間に、ゆったりとテーブルを配置した
開放感溢れるラウンジです。庭園の木々や水面の動きを眺め優雅な
ひとときをお過ごしいただけます。

おとな1名利用人数

昼食内容 アフタヌーンティー

オリジナル
特典

ホテルメイドクッキー
（1個）

【ご利用可能時間】 14：00-17：00
（ラストオーダー 16:00）

【交通】 東京メトロ白金台駅2番出口から徒歩約4分
JR目黒駅から送迎バスで約5分または
各線品川駅から車で約7分

【TEL】 03-3447-3111
【住所】 東京都港区白金台1-1-50
【駐車場】 4時間まで無料・150台
【予約】 不要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ゆったりしたソファ、陽光あふれるなかでのティータイム。暖炉や泉の
せせらぎ、季節や時間ごとに表情を変える日本庭園を望む癒しの空
間で優雅なひとときを。

おとな1名利用人数

昼食内容 アフタヌーンティーセット

オリジナル
特典

お好きなソフトドリンク1杯

【ご利用可能時間】 レストランでの食事12:00-14:00の間、
アフタヌーンクルーズ14:15-15:00（45分間運航）
（食後にクルーズに乗船いただきますので、12：30
までにお越しください。）

【交通】 りんかい線・東京モノレール線天王洲アイル駅から
徒歩2〜6分
首都高速 芝浦ICから約10分

【TEL】 03-3450-4300
【住所】 東京都品川区東品川2-3-16 シーフォートスクエア 1F
【駐車場】 有料・480台
【予約】 要 ※ご予約はご利用の1ヶ月前より受付
【特定除外日】 平日、2020/1/11-13・18・19・25・26

運河沿いに面した、フレンチレストランでのランチと、レディクリスタルで
の東京湾クルーズが楽しめます。陸と船の両方でゆったりと、贅沢な
ランチタイムをお過ごしください。

おとな1名利用人数

昼食内容
オードブル、スープ、メイン料理、デザート、
コーヒーまたはティー、食後のクルーズ付

オリジナル
特典

お食事中に1ドリンク付き
（ビール・ワイン・ウーロン茶・オレンジジュースより）

【ご利用可能時間】 13：30-17：00
（ラストオーダー 16:00）

【交通】 東京メトロ日比谷線東銀座駅A1出口
から徒歩約3分

【TEL】 03-3546-0111
【住所】 東京都中央区銀座6-14-10
【駐車場】 2,000円以上のご利用で3時間まで無料・
223台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

創業60余年に相応しい重厚なエントランスをくぐると、落ち着いたモダ
ンな雰囲気が漂うテーブル席へ。ゆったりと配された席で色とりどりの
料理に心癒されながら和情緒に浸るひとときを。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチセット

オリジナル
特典

コーヒー1杯
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR新浦安駅から徒歩約7分
【TEL】 047-304-2787

（予約受付時間：10：00～22：00）
【住所】 千葉県浦安市日の出1-1-1
【駐車場】 3時間まで無料・312台
【予約】 要
【特定除外日】 2020/1/20・21

約10種類が食べ放題の前菜ブッフェをはじめ、選べるパスタ、メイン
料理、デザート、カフェをご用意。明るく開放感溢れる店内で、五感で
味わうイタリア料理と彩りのひとときをお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチコース

オリジナル
特典

選べるピッツァ1枚無料券
（ディナータイム限定・半年間有効）（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-13：00/13:30-15：00
※2部制（90分）

【交通】 東京メトロ赤坂見附駅から徒歩約1分
首都高速 霞ヶ関出口から約3分

【TEL】 03-3580-2331
【住所】 東京都千代田区永田町2-14-3
【駐車場】 有料・67台 【予約】 要
【特定除外日】 土・日・祝日、2020/1/14
※ただし、おとな1名様あたり1,000円・シニア1名様
あたり500円（税・サービス料込）のお支払いでご利
用いただけます。

月替りのメニューでお楽しみいただけます。スイーツやフルーツもご用
意しております。バラエティ豊かなブッフェをご賞味ください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルグッズ
（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日11：30-14：00、
土・日・祝日11：30-13：00・13：15-14：45の2部制
（ラストオーダー 平日 14：00、土・日・祝日 1部
13：00・2部14：45）
【交通】 JR空港第2ビル駅から無料シャトルバスで

約15分
東関東自動車道 成田ICから約5分

【TEL】 0476-32-0015
【住所】 千葉県成田市取香500
【駐車場】 6時間まで無料・500台 【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ガーデンに面したオープンキッチンスタイルの店内は、すべて窓に囲
まれた開放感たっぷりの空間。ライブキッチンからは、シェフが出来立
てメニューを提供。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

次回ホテル日航成田利用券
（1,000円分）（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:00
(最終入場 平日13:30)

【交通】 東京メトロ赤坂見附駅から徒歩約3分
首都高速 霞ヶ関ICから約10分

【TEL】 03-5226-0246
【住所】 東京都千代田区紀尾井4-1
【駐車場】 有料・760台 【予約】 不可
【特定除外日】 土・日・祝日、2020/7/22-8/6・
25-9/4

バリエーション豊かなサンドウィッチから、パテシエ自慢のスイーツまで、
充実のメニューをお楽しみいただける人気のランチビュッフェ。目の前
に広がる日本庭園の景色を眺めながら、優雅なランチタイムをお過ご
しください。

おとな1名利用人数

昼食内容 サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ビール・ソフトドリンク他より）



－ －5

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 1部：11:00-12:30
2部：13：00-14：30

（ラストオーダー 1部：12：15/2部：14：15）
【交通】 JR山手線・京浜東北線・

モノレール浜松町駅から徒歩約8分
首都高速都心環状線 芝公園・汐留ICから約5分

【TEL】 03-5404-2246
【住所】 東京都港区海岸1-16-2
【駐車場】 なし（ホテル地下公共駐車場あり）
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

“ヘルシー・ビューティ・フレッシュ”をコンセプトに、ライブ感あふれるブッフェ
スタイルを展開。シェフが目の前で料理するパフォーマンスをお楽しみいた
だけます。ブッフェの前にテーブルへお届けするファーストディッシュ〈コラー
ゲンたっぷり 美肌＆健康スープ〉は当店自慢の一品です。

おとな1名利用人数

昼食内容 ランチブッフェ

オリジナル
特典

乾杯酒1杯（スパークリングワイン・
ノンアルコールカクテルより）

【ご利用可能時間】 11：00-19：30
（ラストオーダー 20:30）

【交通】 東京メトロ浅草駅から徒歩約1分
または都営地下鉄・東武スカイツリーライン
浅草駅から徒歩約3分

【TEL】 03-3841-3200
【住所】 東京都台東区浅草1-2-2
【駐車場】 なし
【予約】 要 【特定除外日】 2020/6/21

創業江戸後期天保八年、三河屋定吉が天ぷら処「三定」を開店して
以来7代で180余年独特の江戸前天ぷらを身上に日本最古の暖簾
を伝承、ごま油で揚げた風味のよい天ぷらと四季折々の旬の味を用
意しております。

おとな２名利用人数

昼食内容 天ぷら定食

オリジナル
特典

揚げまんじゅう2コ

【ご利用可能時間】 1部：11：30-13：00
2部：13：15-14：45
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 つくばエクスプレス浅草駅直結または
東京メトロ田原町駅から徒歩約7分

【TEL】 03-3842-3751
【住所】 東京都台東区西浅草3-17-1
【駐車場】 2時間まで無料・200台
【予約】 要
【特定除外日】 レストランイベント開催日

目の前に東京スカイツリー®を望む清々しい開放感の中で、ライブ

クッキングによるコンチネンタルブッフェをお楽しみいただけます。

おとな1名利用人数

昼食内容 和洋中ブッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスビール・グラスワイン
〈赤・白・スパークリング〉より）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:30）

【交通】 東京メトロ東西線東陽町駅から徒歩約7分
または東京駅からタクシーで約20分
首都高速9号深川線 木場ICから約5分

【TEL】 03-5683-5716
【住所】 東京都江東区東陽6-3-3
【駐車場】お食事のお客様は3時間まで無料・111台
【予約】 要
【特定除外日】 2020/1/6

食材の持つ風味・特徴を大切に、工夫を凝らして作る日本料理。
21階から望む東京の景色とともに、彩豊かな会席料理をお楽しみくだ
さい。

おとな1名利用人数

昼食内容 木場膳

オリジナル
特典

ワンドリンク
（1名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-23:00（ラストオーダー 23:00）

【交通】 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄
三田線日比谷駅から徒歩約3分または東京メトロ丸の内
線・銀座線銀座駅から徒歩約5分またはJR有楽町駅から
徒歩約5分
【TEL】 03-3539-8046
【住所】 東京都千代田区内幸町1-1-1
【駐車場】 「パークサイドダイナー」ご利用で2時間まで無
料・425台
【予約】 不可 【特定除外日】 特別催事期間

店内はみゆき通りに面した窓から光が差し込む、明るく開放的な空間
です。カウンター席や広くゆったりとしたベンチシート、窓側のラウンド
シートなどお客様が思い思いにお楽しみいただける帝国ホテル流ダイ
ナースタイルを追求しました。

おとな２名利用人数

昼食内容 パンケーキ

オリジナル
特典

コーヒーまたは紅茶
（2名様分）

【ご利用可能時間】 14：30～17：30
（ラストオーダー 17:00）

【交通】 東京メトロ東西線飯田橋駅A5出口徒歩約2分
首都高速5号池袋線 飯田橋出口または
西神田出口から約3分

【TEL】 03-3237-1111
【住所】 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
【駐車場】 ご利用金額3,000円以上で3時間まで無料・

130台
【予約】 要
【特定除外日】 土・日・祝日、2019/12/19・20、
2020/4/1-9/30

天井が高く、開放的な店内。カウンター席やカフェ席、人数やシーン
に合わせていつも心地良くお過ごしいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 パンケーキ

オリジナル
特典

コーヒーまたは紅茶1杯

【ご利用可能時間】 12:00-18:00
（ラストオーダー 18:00）

【交通】 JR目白駅からタクシーまたはバスで約10分ま
たは東京メトロ有楽町線江戸川橋駅から徒歩約10分
【TEL】 03-3943-0920
【住所】 東京都文京区関口2-10-8
【駐車場】 有料・400台 【予約】 要
【特定除外日】 2019/10/12-14、11/2-4、
2020/3/21-4/6

都内ホテルで初めてアフタヌーンティーを提供したといわれる「ル・
ジャルダン」。彩り豊かなスイーツ、季節のサンドウィッチ、スコーンの3
段スタンドと、お替り・茶葉替え自由な常時約20種の紅茶で優雅な
ティータイムを。

おとな1名利用人数

昼食内容
アフタヌーンティーセット
（紅茶のお替り自由）

オリジナル
特典

グラスシャンパン1杯

【ご利用可能時間】 11：30-15：00
（ラストオーダー 14:30）

【交通】 JR浜松町駅から徒歩約12分または
都営地下鉄赤羽橋駅から徒歩約2分

【TEL】 03-5400-1170
【住所】 東京都港区芝公園4-8-1
【駐車場】 5,000円以上のご利用で3時間まで無料・

437台
【予約】 要 【特定除外日】 貸切・特別催事期間

ザ・プリンスパークタワー東京にあるオリエンタルな雰囲気が漂うラグ
ジュアリーなレストラン。厳選された食材のもつ味わいや食感、香りを
生かした中国料理をご堪能いただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 陽明殿ランチ

オリジナル
特典

スパークリングワイン
（2名様分）

設定期間終了



－ －6

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:30-14:30（最終入店）
【交通】みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約3分
【TEL】 045-221-1155
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3
【駐車場】 2時間まで無料・1,400台
【予約】 可能 ※予約受付時間10：00-19：00
【特定除外日】 2019/10/12・13・26・27、11/2、
12/20、2020/7/23-8/6・24-9/6

地上277m、ランドマークタワー最上階に位置するレストランで、優雅
なランチブッフェをお楽しみください。

おとな1名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ビール・ソフトドリンク・ワインより）

【ご利用可能時間】 11:30-13:15
13:30-15:00 ※2部制

【交通】 小田急線箱根湯本駅から箱根登山バス
（箱根町行）で約40分または箱根ホテルバス停すぐ

東名高速道路 厚木IC・東名御殿場ICから約60分
【TEL】 0460-83-6311
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町箱根65
【駐車場】 無料・40台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

大自然に溢れる箱根の山々、静かなる芦ノ湖、そしてその全てを見
守る雄大な富士。このロケーションと融合するモダンな料理の数々を
気軽にお楽しみください。

おとな1名利用人数

昼食内容
洋食ブッフェ ※冬季：1月～
2月の「平日」はセットメニュー

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・ソフトドリンクより）
＋駅伝ミュージアム入館券

【ご利用可能時間】 11：30-14：00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 みなとみらい線元町・中華街駅2番出口
から徒歩約1分

【TEL】 045-225-8852
【住所】 神奈川県横浜市中区山下町77
【駐車場】 2時間まで無料・80台
【予約】 不可
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ローズホテル横浜1階には、横浜中華街に四川料理を広めた「重慶
飯店」のレストラン『重慶飯店 新館レストラン』がございます。落ち着い
た雰囲気で気軽に本格四川料理をお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 特別ランチコース

オリジナル
特典

ワンドリンク2名様分+
重慶飯店お土産5％割引券（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR山梨市駅からタクシーで約7分
中央自動車道 勝沼ICから約30分

【TEL】 0553-22-8811
【住所】 山梨県山梨市江曽原1388

笛吹川フルーツ公園内
【駐車場】 無料・100台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

甲府盆地を望む丘に佇む南欧風リゾートホテル。「日本料理 笛吹
川」では、収穫の時期に採れた山海の食材や果物を使い、彩り豊か
な料理でお迎えいたします。

おとな1名利用人数

昼食内容 季節の特別会席弁当

オリジナル
特典

ワンドリンク＋温泉入浴券

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:00/
土・日・祝日11:30-15:00 ※土・日・祝日のみ90分制
（ラストオーダー 平日13:30/土・日・祝日14:30）

【交通】 JR川崎駅東口から徒歩約1分
首都高速 浜川崎ICから約15分

【TEL】 044-221-2134
【住所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1
【駐車場】 1時間まで無料・300台
【予約】 要 【特定除外日】 2019/12/14・15、2020/3/28・
29、4/4・5、7/23-26、9/19-22
※必ずご予約ください。
※ご予約いただく際に、除外日の確認をお願いいたします。

バラエティ豊かな料理が並ぶ、期間ごとに替わるフェアが人気のブッ
フェレストラン。実演コーナーでは出来たての料理が味わえます。ご
家族やお仲間同士、ぜひご利用ください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

グラスワイン1杯
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30〜（最終入店20:30）
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 みなとみらい線元町・中華街駅から徒歩
約3分またはJR石川町駅から徒歩約10分
首都高速 新山下ランプから約5分

【TEL】 045-664-4141
【住所】 神奈川県横浜市中区山下町81-3
【駐車場】 なし
【予約】 不要
【特定除外日】 2020/1/6

全50種類の点心類を時間無制限、フリーオーダーでお召し上がりい
ただけます。ご注文いただいてから調理するので、出来たてアツア
ツ！ 時間を気にすることなくゆっくりお召し上がりください。

おとな２名利用人数

昼食内容 飲茶食べ放題

オリジナル
特典

ソフトドリンクバー
（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日11:30-15:00
土・日・祝日11:30-16:00

（ラストオーダー 平日15：00/土・日・祝日15:30）
【交通】 みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約1分
【TEL】 045-682-2218
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7
【駐車場】 2名以上でご利用の場合2時間無料・1,700台
【予約】 要 レストラン予約：045-682-2255

（10：00-21：00）
【特定除外日】 2020/1/6-10
※改装工事を予定しています（日程未定）。工事期間中
は店舗閉店となります。

観覧車を望む明るい店内で、西洋料理をベースにいろいろな料理を
ブッフェスタイルでご提供いたします。

おとな1名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンクサービス

【ご利用可能時間】 11：30-15：00※90分制
（ラストオーダー 15:00）

【交通】みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約5分
【TEL】 045-223-2267
【住所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
【駐車場】 5,000円以上のご利用で1時間、
10,000円以上のご利用で2時間まで無料・1,176台
【予約】 要
【特定除外日】 花火開催日、イベント開催日

活気あふれるオープンキッチンから提供される、常時50種類以上の
メニューが堪能できます。前菜をはじめ、メインからデザートまで世界
のグルメを心ゆくまでお楽しみください。

おとな1名利用人数

昼食内容 ランチブッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール、
グラスワイン、ソフトドリンクより）
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都ホテル四日市（旧：四日市都ホテル）
みやこ よっ か いち よっ か いち みやこ

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 地下鉄東山線千種駅から徒歩約2分
東名高速道路 名古屋ICから約25分

【TEL】 052-937-7666
【住所】 愛知県名古屋市東区葵3-16-16
【駐車場】 ランチご利用時2時間まで無料・211台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

バラエティ豊かな和・洋・中の料理に加え、季節を感じるデザートも充
実。大人から子供まで、存分にお楽しみいただけるバイキング。

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋・中ブッフェ＆デザート

オリジナル
特典

ソフトドリンクドリンクバー
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 14:30）

【交通】 近鉄名古屋線四日市駅から徒歩約3分
東名阪自動車道 四日市ICから約15分

【TEL】 059-355-2816
【住所】 三重県四日市市安島1-3-38
【駐車場】 1時間まで無料・約1,000台
【予約】 要
【特定除外日】 金・土・日曜日（バイキング開催の為、

他バイキング等特別営業日）

吹き抜けで陽光差し込む開放感あふれるレストラン。春の新緑、夏の
陽射、秋の落葉に冬枯れの樹々。四季折々の風情ある街並みを眺
めながらゆったりとした午後のひとときをお過ごしください。

おとな２名利用人数

昼食内容 シェフのおまかせ料理

オリジナル
特典

デザートプレート
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
（食事最終スタート 13:00）

【交通】 名鉄内海駅から路線バスで約10分
知多半島自動車道路 南知多ICから約15分

【TEL】 0569-62-2525
【住所】 愛知県知多郡南知多町大字山海字屋敷

101番地
【駐車場】 無料・70台 【予約】 要
【特定除外日】 2019/10/7・8、12/17・18、
2020/1/6-9、2/3・4、3/10・11、4/16・17、6/3-
6、その他メンテナンス休館あり

「海の野生に癒される」をテーマに、館内随所に海洋生物の写真を展
示しています。当館自慢のせいろ蒸しをはじめとしたお食事を、お部
屋でどうぞ。

おとな1名利用人数

昼食内容
日帰り味覚会席コース

（渚コース）

オリジナル
特典

フェイスタオル

【ご利用可能時間】 11:30〜/13:00〜※2部制
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR高山駅西口から徒歩約6分
【TEL】 0577-33-5500
【住所】 岐阜県高山市西之一色町2-180
【駐車場】 無料・200台
【予約】 要 ※前日までに要予約
【特定除外日】 平日、休館日、2019/10/9、
2020/3/1-9/30

高山市街地を見下ろす最上階のレストランでホテルシェフによる目に
も美しい色とりどりのお料理をお召し上がりいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

日帰り温泉入浴サービス
（11:00～14:00）（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR新潟駅からタクシーで約8分
新潟バイパス 紫竹山ICから約15分

【TEL】 「セリーナ」025-240-1928
「桃李」025-240-1941

【住所】 新潟県新潟市中央区万代島5番1号
【駐車場】 2時間まで無料・200台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

明るく開放的なオールディダイニング「セリーナ」では多彩なお料理を
お楽しみいただけます。「桃李」ではあっさりした広東料理を中心に、
中国料理の数々を若い方からご年配の方までお楽しみいただけます。
ウォーターフロントの景色と共に寛ぎのひとときをお過ごしください。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチバイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
【交通】 JR松本駅から徒歩約7分

長野自動車道 松本ICから約15分
【TEL】 0263-37-1570
【住所】 長野県松本市本庄1-2-1
【駐車場】 4時間まで無料・400台
【予約】 要
【特定除外日】 2019/12/20

オードブルからメイン料理まで全40種類のメニューを取り揃えておりま
す。焼きたてのピザ・茹でたてのパスタや肉料理・魚料理・サラダ・デ
ザートまで色とりどりの料理が並びます。ソフトドリンクバー付。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

アルピコホテルグループオリジナル
ドリップコーヒーパック（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:30
土・日・祝日11：30-13：00/13：30-15：00※2部制
【交通】 JR新潟駅からタクシーで約5分

北陸自動車道 新潟西ICから約25分
【TEL】 025-245-3336
【住所】 新潟県新潟市中央区万代5-11-20
【駐車場】 有料（レストランご利用で3時間まで無料）・

115台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ランチブッフェでは大人気のローストビーフのほか、ホテル特製カレー、
パスタ、リゾット等をご用意。また、週替わりでシェフのオススメメューを
ご用意しております。その他、ホテル特製ケーキ、アイスクリーム9種
などデザートメニューも多数取り揃えております。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチブッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク（ハーフ生ビール・
グラスワイン〈赤・白〉より）（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR豊橋駅からバスまたは車で約10分
東名高速道路 豊川ICから約40分

【TEL】 0532-47-6101
【住所】 愛知県豊橋市藤沢町141
【駐車場】 無料・138台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ヨーロピアンカジュアル調のインテリアの店内は、明るくゆったりとした
憩いの空間をご提供いたします。シェフによるローストビーフのカッティ
ングサービスやデザート・ソフトクリームも充実の地元産の素材を取り
入れたお料理をお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

次回利用可能なソフトドリンク券
（2名様分）（利用日より約3ケ月有効）

設定期間終了
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【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR大津駅から無料シャトルバスで約10分
名神高速道路 大津ICから約10分

【TEL】 077-521-5547
【住所】 滋賀県大津市におの浜4-7-7
【駐車場】 4時間まで無料・約500台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:30-13:00/13:15-14:45
※2部制 ※90分制（ラストオーダー 14:15）

【交通】 JR京都駅から徒歩約3分
名神高速道路 京都南ICから約15分

【TEL】 075-284-1112
【住所】 京都府京都市下京区

JR京都駅烏丸中央口正面
【駐車場】 2時間まで無料 要予約

（満車の場合あり）・20台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

和・洋・中・創作料理からデザートまでバラエティ豊かなメニューを味
わえるランチバイキング、ＪＲ京都駅正面に位置し、アクセスにも便
利！ ゆったり落ち着いた雰囲気の中、贅沢なひとときをお楽しみくだ
さい。

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋・中バイキング

オリジナル
特典

ソフトドリンク飲み放題無料
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
【交通】 JR奈良駅西口直結

西名阪自動車道 郡山インター出口から
約21分

【TEL】 0742-35-6621
【住所】 奈良県奈良市三条本町8-1
【駐車場】 ご利用時間のうち最大2時間30分まで

無料・217台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

スタイリッシュな店内で味わうホテルバイキング。月替りのテーマでバ
ラエティ溢れる約35種類のお料理とデザートをご用意します。パ
フォーマンスコーナーでは、作りたての美味しさを存分にお楽しみくだ
さい。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルからのお楽しみグッズ
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR京都駅八条口から徒歩約2分
名神高速道路 京都南ICから約15分

【TEL】 075-661-7111
【住所】 京都府京都市南区西九条院町17 地下1階
【駐車場】3,000円以上のご利用で3時間まで無料・98台
【予約】 要 ※事前予約が必要となります。

予約先：0570-064747〈ドコモトラベルデスク〉
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

京の雅を表現した伝統工芸の数々に彩られた内装が、和の心を誘い、
訪れる人の心をなごませます。本格京料理を召しあがりながら京の伝
統文化をお楽しみください。

おとな1名利用人数

昼食内容 光琳弁当

オリジナル
特典

ジェフグルメカード500円分

【ご利用可能時間】
11:00-もしくは13:15-の入店に限る
（ラストオーダー 15:00）

【交通】 JR大阪駅中央出口南側
阪神高速道路 梅田ICから約5分

【TEL】 06-6347-1439
【住所】 大阪府大阪市北区梅田3-1-1
【駐車場】 有料・100台
【予約】 要
【特定除外日】 土・日・祝日

目の前で仕上げるシェフのライブメニューや、店内で焼きあげたクレー
プ、チョコレートファウンテンなどのデザートも充実！お子様からご年配
の方まで家族みんなでお楽しみいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

乾杯スパークリングワイン
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR富山駅から徒歩約15分または
タクシーで約3分
北陸自動車道 富山ICから約10分

【TEL】 076-495-1112
【住所】 富山県富山市大手町2-3
【駐車場】 2時間まで無料・120台
【予約】 要 【特定除外日】 土・日・祝日

富山県産の旬の野菜を季節ごとに使い分け、常に美味しいものをお
客様へご提供するのが総料理長のモットーです。常時40種類のメ
ニューを取り揃え、お客様のご来店をお待ちしております。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR福井駅から徒歩約12分
北陸自動車道 福井ICから約10分

【TEL】 0776-22-1000
【住所】 福井県福井市中央3-10-12
【駐車場】 無料・60台
【予約】 要
【特定除外日】 毎週月曜日、2020/7/19-8/6・
18-30

長寿福井、その秘訣は食にありと言われています。福井の人がよく食
べるお惣菜を中心にデザートも豊富に50品以上を取り揃え、県内外
のお客様にたいへん好評をいただいています。

おとな２名利用人数

昼食内容 和食・洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルお菓子（2名様分）
+1,000円分の施設利用券（2名様分）

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
【交通】 JR金沢駅から徒歩約1分

北陸自動車道 金沢西ICから約20分
【TEL】 076-224-9806
【住所】 石川県金沢市昭和町16-3
【駐車場】 2時間まで無料・60台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

遠く能登半島や日本海を望み、金沢の街並みを見下ろすトップフロア
のレストラン。

おとな1名利用人数

昼食内容 ランチコース

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・
グラスワイン・ソフトドリンクより）

広東料理をベースに四川・上海・北京料理の要素を取り入れた本格
的中国料理をご提供。心ゆくまで満喫していただけるバイキング。約
40種類のお料理のほかに、点心は出来たてをお席までお届けします。

おとな２名利用人数

昼食内容 中華バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク
（生ビール・ソフトドリンク）(2名様分)

設定期間終了
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:00-14:00
（ラストオーダー 13:00）

【交通】 JRきのくに線紀伊勝浦駅から車で約15分
紀勢自動車道 すさみICから約60分

【TEL】 0735-59-3060
【住所】 和歌山県東牟婁郡太地町太地2906
【駐車場】 無料・50台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

レストランから望むテラスには四季折々のお花がお楽しみいただけま
す。

おとな２名利用人数

昼食内容 煮込みハンバーグセット

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）
(2名様分)

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（土・日・祝日は～15：00）

（ラストオーダー 14:15（土・日・祝日は14：45））
【交通】 JR・地下鉄新神戸駅直結

阪神高速道路 生田ICから約3分
【TEL】 078-291-1163
【住所】 兵庫県神戸市中央区北野町1
【駐車場】 3時間まで無料・650台
【予約】不要 【特定除外日】なし（共通除外日のみ）

新神戸駅直結のANAクラウンプラザホテル神戸4階にある、開放的
なダイニングレストラン「ザ・テラス」。ブッフェでは、オープンキッチン
から出来立てのお料理をご提供。老若男女を問わずお愉しみいただ
ける“食のエンターテイメント空間”です。

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋食バイキング

オリジナル
特典

次回ご利用可能500円割引券（1組1枚）
（カジュアルダイニング ザ・テラスに限る）

【ご利用可能時間】 11：00-15：00
（ラストオーダー 14：30）

【交通】 ポートライナー市民広場駅すぐ
【TEL】 078-302-1106
【住所】 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1
【駐車場】 4時間まで無料・450台
【予約】 不要
【特定除外日】 特別催事日

大きな窓のダイニングエリアの他、プライベートな個室空間を設けたカ
ジュアルなレストラン。イタリアンをベースに地元の食材を大いに活用
したお料理をお楽しみいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 SOCOバラエティランチ（パスタ）

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスワイン、ビール、
ソフトドリンクより）（2名様分）

【ご利用可能時間】 平日11:00-15:00
土・日・祝日11:00-16:00

（ラストオーダー 平日14:00/土・日・祝日15:00）
【交通】 阪急三宮駅・JR三ノ宮駅から徒歩約7分ま
たはポートライナー貿易センター駅から徒歩約1分

阪神高速道路 生田ICから約10分
【TEL】 078-252-7570
【住所】 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14
【駐車場】 有料・50台 【予約】 不要
【特定除外日】 2020/3/1、9/6

地上100ｍ、神戸でも屈指の眺望を望むバイキングレストランです。
常時約50品以上の料理とデザートをお召上がりいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ハウスワインボトル
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-20:00
（ラストオーダー 19:45）

【交通】 JR大阪環状線桜ノ宮駅西出口から
徒歩約5分
JR大阪駅（桜橋口）からシャトルバス（無料）
を運行

【TEL】 06-6881-4888
【住所】 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50
【駐車場】 有料・500台
【予約】 要 【特定除外日】 2020/7/25

約24mの吹き抜けの窓から光が差し込み、開放感あふれるロビーラウ
ンジで、ホテルメイドのスコーン、サンドイッチなどアフタヌーンティー
セットをご用意しております。

おとな２名利用人数

昼食内容 アフタヌーンティーセット

オリジナル
特典

テイクアウトコーナー
20％割引ご優待

【ご利用可能時間】 11:30～14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JRユニバーサル・シティ駅から徒歩約2分
阪神高速湾岸線 ユニバーサルシティICから
約5分

【TEL】 06-6465-6030
【住所】 大阪府大阪市此花区島屋6-2-28
【駐車場】 2時間まで無料・52台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

各週メイン料理を中心にバラエティー豊かなメニューを取り揃えてお
ります。ソフトドリンクも20種類以上取り揃え、お子様から大人まで幅
広くお楽しみいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食を中心とした和・洋バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルグッズ
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11：00-14：00（最終入店）
【交通】 JR大阪・各線梅田駅から徒歩約10分
【TEL】 06-6343-7020
【住所】 大阪府大阪市北区梅田2-5-25
【駐車場】 有料・130台
【予約】 要
【特定除外日】 2019/12/20

バラエティーに富んだメニューを、クラッシックやジャズの生演奏ととも
にお楽しみいただけます。

おとな1名利用人数

昼食内容
乾杯スパークリングワイン付

ビストロノミーランチ

オリジナル
特典

ホテルオリジナルギフト
（1名様分）

【ご利用可能時間】 1部 11：30-13：00
2部 13：15-14：45

【交通】 JR環状線･阪神福島駅すぐ
阪神高速道路 梅田ICから約5分

【TEL】 06-6344-8011
【住所】 大阪府大阪市福島区福島5-6-16
【駐車場】 5,000円以上のご利用で2時間無料・

48台
【予約】 要
【特定除外日】 休日、休前日

選べるできたて「メイン料理」＆こだわり旬野菜「バイキング」。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチバイキング（平日限定）

オリジナル
特典

グラスワイン1杯
（2名様分）

・
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【ご利用可能時間】 11:30-14：30
（最終入場 14:00）

【交通】 JR三ノ宮駅から高速バスで約45分
神戸淡路鳴門自動車道 淡路ICから約5分

【TEL】 0799-74-1112
【住所】 兵庫県淡路市夢舞台2番地
【駐車場】 無料（会計時駐車場券提示要）・600台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 土・日曜日11:30-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR山陰本線東萩駅から車で約5分
小郡萩道路 絵堂ICから約30分

【TEL】 0838-22-5252
【住所】 山口県萩市椿束385-8
【駐車場】 無料・100台
【予約】 要 【特定除外日】 月～金曜日、祝日

地元農家からとれたての一番新鮮な野菜を直送、安全で最もおいし
い旬のものをふんだんにお料理に取り入れました。素材本体のもつ素
晴らしい力を大切に活かしながら40種類以上のメニューをご用意して
います。

おとな２名利用人数

昼食内容 健康バイキング

オリジナル
特典

萩焼き
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 私鉄伊予鉄道線道後温泉駅から徒歩約5分
松山自動車道 松山ICから約40分

【TEL】 089-945-1321
【住所】 愛媛県松山市道後湯月町4-4
【駐車場】 無料・60台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※貸切予約がある場合は会場が変更となる場合がございます。

新しい茶玻瑠の伝統的な和食と西洋料理をコンテンポラリーなスタイルで
ご提供します。季節野菜や多彩な食材での前菜をブッフェ形式で、メイン
ディッシュはお好みのお料理をお選びいただけます。また、パンやごはん、
スープなどのお食事そして玻璃特製スイーツなどはブッフェ形式でお楽しみ
いただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋食ランチブッフェ

オリジナル
特典

日帰り入浴
（利用時間11:30～15:00）（2名様）

【ご利用可能時間】 11：30-14：30（90分制）
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR高松駅すぐ
高松自動車道 高松西ICまたは
高松中央ICから約20分

【TEL】 087-811-1111
【住所】 香川県高松市浜ノ町1-1
【駐車場】 2時間まで無料（ホテル駐車場のみ）・

60台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

～オープンキッチンから贈る出来立てのひと皿～
ワンランク上のランチタイムを豪華に演出。和洋中料理からスイーツ
まで約70種類のバリエーション豊かなお料理を取り揃えております。

おとな２名利用人数

昼食内容 和洋中バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク（バイキングに
含まれないドリンク）(2名様分)

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 伊予鉄道大街道駅から徒歩約2分
【TEL】 089-933-5511
【住所】 愛媛県松山市一番町3-2-1
【駐車場】 2時間まで無料・80台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

最上階で素晴しい景観を楽しめます。人気メニューやシェフおすすめ
など、できたての料理をお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 ランチブッフェ

オリジナル
特典

グラスワインまたは
ノンアルコールワイン（1杯）

「コンテンポラリーリゾート」をテーマに明るく開放的な空間で、地元の
食材をふんだんに使い、彩り豊かに盛り付けた西洋料理をゆったりご
堪能いただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

やさしいマフィン
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR松江駅から徒歩約3分
山陰自動車道 松江中央ICから約10分
出雲空港からバスで約25分

【TEL】 0852-27-3160
【住所】 島根県松江市朝日町590
【駐車場】 2時間まで無料・40台
【予約】 要 ※前日迄のご予約をお願いします。
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

木目調の落ち着いた雰囲気の店内で、地元の旬の食材を活かした
和洋約20種類のお料理とデザートが食べ放題＆ソフトドリンクも飲み
放題のおトクなランチブッフェ！

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋食ブッフェ

オリジナル
特典

ガトーショコラ
（1組1つ）

【ご利用可能時間】 10：00-16：30
（ラストオーダー 16:30）

【交通】 JR鳥取駅からバスで約20分
鳥取自動車道 鳥取ICから約15分

【TEL】 0857-22-6835
【住所】 鳥取県鳥取市福部町湯山2164
【駐車場】 無料・180台
【予約】 不要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

鳥取砂丘に一番近いドライブイン。

おとな２名利用人数

昼食内容 海鮮丼

オリジナル
特典

梨ゼリープレゼント
（1人1つ）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR倉敷駅から徒歩約10分
山陰自動車道 倉敷ICから約10分

【TEL】 086-423-2122
【住所】 岡山県倉敷市阿知3-21-19
【駐車場】 無料（宿泊の方優先）・30台
【予約】 要
【特定除外日】 貸切日

米蔵を利用した倉敷ならではの情緒溢れる雰囲気と本格フレンチを
お楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食セットランチ

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ソフトドリンク）(2名様分)
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ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 14:30）

【交通】 地下鉄天神駅から徒歩約1分
九州自動車道 福岡ICから約20分

【TEL】 092-781-0431
【住所】 福岡県福岡市中央区大名2-6-60
【駐車場】 レストラン利用で3時間まで無料・90台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

吟味された旬の食材を使い、素材の持つ旨みを活かした上海料理を
お楽しみいただけます。お得なランチを始め、旬のおすすめランチメ
ニューをご用意しております。

おとな２名利用人数

昼食内容 桃林オリジナルランチプレート

オリジナル
特典

食後のコーヒーサービス
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JRハウステンボス駅からタクシーで約15分
西九州自動車道 大塔ICから約15分

【TEL】 0956-58-7001
【住所】 長崎県佐世保市針尾東町2523-1
【駐車場】 無料・70台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ハウステンボスから車で約10分の天然温泉が湧き出る地中海風リ
ゾートホテルです。

おとな２名利用人数

昼食内容
洋食ミニコース

（メイン料理は肉又は魚の選択可）

オリジナル
特典

ソフトドリンク
（1人1杯）

【ご利用可能時間】 11:30-14:00
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 ＪＲ佐世保線武雄温泉駅から路線バスで
約30分
長崎自動車道 嬉野ＩＣから約6分

【TEL】 0954-42-3000
【住所】 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1021
【駐車場】 無料・80台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※食事場所 1F 花月（レストラン）

最高の素材を美味しさそのままに。 嬉野の景観を一望でき、季節や
時間によって趣を変える風景をお楽しみいただけます。快適で、豊か
な時間を過ごしください。

おとな２名利用人数

昼食内容
嬉野名物 温泉湯豆腐御膳

（天婦羅付）

オリジナル
特典

食後コーヒーまたはソフトドリンク
（1人1杯）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR長崎駅から徒歩約10分
長崎自動車道 長崎ICから約10分

【TEL】 095-820-1810
【住所】 長崎県長崎市宝町2-26
【駐車場】 無料・約60台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

レストランから長崎の街並みを望みながら、バイキングで舌鼓。月替
わりのメニューで毎月テーマに沿ったラインナップからお好きなものを
お好きなだけお召しあがりください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテル特製焼菓子
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR鳴門駅から車で約15分
神戸淡路鳴門自動車 鳴門北IC左すぐ

【TEL】 088-687-2913
【住所】 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛

16-45
【駐車場】 無料・200台 【予約】 要
【特定除外日】 2019/10/12・13、11/2・3、
2020/3/20・21、7/23-25、9/19-21

阿波の城下町を感じさせるレストラン。「板前の造り3刀流」や揚げた
て天麩羅など出来立てを割烹スタイルで。四季折々の阿波郷土料
理バイキングを心ゆくまでお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 割烹バイキング 阿波三昧

オリジナル
特典

ソフトドリンク
（1人1杯）

【ご利用可能時間】 平日11:30-14:00
土・日・祝日11:30-14:30

【交通】 JR博多駅から徒歩約3分
福岡都市高速 呉服町ランプから約5分、
千代ランプから約5分

【TEL】 092-482-1161
【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-18-25
【駐車場】 2時間まで無料・117台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

旬の“おいしい”を取り揃えたランチブッフェ。体が喜ぶ新鮮野菜から
熱々のお肉料理まで。色とりどりのホテルメイドスイーツもお好きなだ
け♪

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食ブッフェ

オリジナル
特典

ワンドリンク
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:00-14:00（14:00閉店）
【交通】 JR高知駅から徒歩約5分

高知自動車道 高知ICから約10分
【TEL】 088-822-4491
【住所】 高知県高知市大川筋1-4-8
【駐車場】 無料・40台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

繁華街の中心、日曜市まで徒歩約3分と観光には最適です。また、
40種類のお料理を準備したランチバイキングにてお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容
和・洋食バイキング

（かつおのタタキ付/個人盛）

オリジナル
特典

ドリンクバーサービス
（ジュース類）（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 JR博多駅から徒歩約5分
福岡都市高速 博多東ランプから約5分
または千代ランプから約10分

【TEL】 092-472-7754
【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前3-3-3
【駐車場】 3時間まで無料・92台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

専用のピザ窯で焼く、もっちりナポリ風ピザは絶品！自家製麺の生パ
スタも好評、産地と旬にこだわったイタリアンをご堪能ください。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク
(2名様分)

設定期間終了



－ －12

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR日南線こどもの国駅から徒歩約5分
九州自動車道 宮崎ICから約20分

【TEL】 0985-65-1555
【住所】 宮崎県宮崎市青島1丁目16番1号
【駐車場】 無料・200台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

奥座敷的なスポットは、海のさざ波が聞こえる和食処。日向灘沖等で
捕れる新鮮な海の幸は、色鮮やかな海景色のよう。掘こたつ式の座
敷で舌鼓。

おとな1名利用人数

昼食内容 和食会席

オリジナル
特典

ソフトドリンク1杯

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR鹿児島中央駅からタクシーで約15分
九州自動車道 鹿児島ICから約20分

【TEL】 099-253-2020
【住所】 鹿児島県鹿児島市与次郎1-8-10
【駐車場】 2時間まで無料・200台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

陽の移ろいにより一日に七つの光彩を放ち表情を変えるといわれる活
火山桜島。鹿児島サンロイヤルホテルの窓辺には常に端麗な大自
然の容姿をご用意しております。

おとな２名利用人数

昼食内容 和食・洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルドレッシング
（1組1つ）

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 15:00）

【交通】 JR宮崎駅から車で約5分
宮崎自動車道 宮崎ICから約15分

【TEL】 0985-32-5938
【住所】 宮崎県宮崎市松山1-1-1
【駐車場】 4時間まで無料・350台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

宮崎の海と大地の恵みに感謝して、身体に優しいお料理の数々を
ビュッフェスタイルでお楽しみください。

おとな２名利用人数

昼食内容 和食・洋食バイキング

オリジナル
特典

一木一草よりお土産
（1組1つ）

【ご利用可能時間】 11:00-15:00
（ラストオーダー 15:00）

【交通】 九州自動車道 国分ICから約10分
【TEL】 0995-55-3231
【住所】 鹿児島県霧島市福山町福山字大田311-2
【駐車場】 無料・90台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

2015年6月に桜島と錦江湾の大パノラマが楽しめる新館がオープン。
自家農園の有機野菜と鹿児島県産黒豚、やわらかい魚料理を長期
熟成のアミノ酸が多く含まれた黒酢で仕上げたコース料理をお楽しみ
いただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容
黒豚のロースステーキまたは

月替わりシェフおすすめお魚コース

オリジナル
特典

ワンドリンク
（アニバーサリードリンク）(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR長崎駅から車で約7分
長崎空港 バス新地バスターミナルから徒歩
約8分またはタクシーで約3分、

路面電車大浦天主堂下電停から徒歩約1分
【TEL】 095-818-8012
【住所】 長崎県長崎市南山手町1-18
【駐車場】 無料・40台
【予約】 要 【特定除外日】 2019/12/20

グラバー園、大浦天主堂へ続く坂道に佇むANAクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル。レストランパヴェでは、長崎港を行き交う船を望み
ながら、新鮮な食材によるブッフェをお楽しみいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナル焼菓子
（1人1つ）

【ご利用可能時間】 11：30-14：30
（ラストオーダー 13:00）

【交通】 JR大分駅府内中央口から徒歩約10分
またはタクシーで約3分
大分自動車道 大分ICから約7分

【TEL】 097-533-5427
【住所】 大分県大分市高砂町2-48
【駐車場】 有料・300台
【予約】 要
【特定除外日】 ご予約時にお問合せください

ホテルならではの優雅さを気軽にお楽しみいただけるビュッフェスタイ
ルレストラン。バリエーション豊かなランチタイムをお届けいたします。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング(90分)

オリジナル
特典

ホテル提携公共駐車場
2時間サービス（1組につき）

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 九州自動車道 熊本ICから約30分
熊本空港よりバス通町筋から徒歩約1分

【TEL】 096-211-1661
【住所】 熊本県熊本市中央区上通町2-1
【駐車場】 1時間まで無料（提携駐車場）・125台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

色とりどりの野菜をはじめ、地元の風土に育まれた食材を多く用いた
彩り豊かなブッフェ料理です。

おとな２名利用人数

昼食内容 和・洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク
（2名様分）

【ご利用可能時間】 11:30-15:00
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 JR大分駅から徒歩約8分
大分自動車道 大分ICから約10分

【TEL】 097-545-1208
【住所】 大分県大分市田室町9-20
【駐車場】 無料（台数に限りあり）・150台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

自然光が差し込む開放的なレストラン。季節ごとの旬な食材を使い、
人気のライブ演出と充実のサイドメニューが並ぶ、ホテルならではの
ハイクオリティな料理をお楽しみいただけます。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ホテルオリジナルドレッシング
（1組1つ）
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沖縄ハーバービューホテル
（旧：ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー）

ゴールデンウィーク（2020年4月25日～5月10日）、お盆（2020年8月7日～16日）、年末年始（2019年12月21日～2020年1月5日）および各施設の特定除外日（各
施設欄掲載）は、適用除外日とさせていただきます。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 那覇空港からリムジンバスで約40分
またはラグナガーデンホテルバス停下車すぐ、
または車で約35分

【TEL】 098-897-2121
【住所】 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1
【駐車場】 無料・530台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

和食を中心とした料理で、揚げたてが食べられる天ぷらコーナーが人
気の「和琉ダイニング あんのん」。前菜からメイン、パスタ、デザートま
でパセオ流イタリアンを中心とした料理の「パセオガーデン」。2つのレ
ストランからお選びください。

おとな2名利用人数

昼食内容
「あんのん」和食バイキング、

「パセオガーデン」洋食バイキング

オリジナル
特典

当日限りのアクアゾーン（プール・フィットネス・大浴場）利用可能
（プール営業時間 8:00-23:00・大浴場 6:00-10:00/

16:00-24:00/最終入場23:00/※ランチ利用前のご利用可）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 14:00）

【交通】 ゆいレール壷川・旭橋駅から徒歩約10分
またはタクシーで約3分
那覇空港から車で約10分

【TEL】 098-853-2119
【住所】 沖縄県那覇市泉崎2-46
【駐車場】 無料・約190台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

世界各国の味を自由なスタイルでお楽しみいただけるフュージョン料
理を、ブッフェスタイルでご満喫いただくレストラン。シェフコーナーの
出来立て料理や、前菜からデザートまで多彩なメニューを心ゆくまで
どうぞ。

おとな２名利用人数

昼食内容 洋食バイキング

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスビール・
グラスワイン）(2名様分)

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（※最終スタート14：00）

【交通】 那覇空港からリムジンバスで約120分または
那覇空港から沖縄自動車道利用で約70分

【TEL】 0980-51-1011（直通）
【住所】 沖縄県名護市喜瀬1490-1
【駐車場】 無料・298台
【予約】 要
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

インターナショナルブッフェ料理に沖縄テイストを取り込んだ旬の味覚を
お楽しみください。日替わりのクッキングライブステーションが人気です。

おとな２名利用人数

昼食内容
平日：メイン料理が選べるセミブッフェ
土日祝：フルブッフェ（ホリデーランチ）

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・泡盛・
グラスワインより）（2名様分）

【ご利用可能時間】 12：00-14：30
（ラストオーダー 14:30）

【交通】 那覇空港から車で約60分
【TEL】 098-982-9111
【住所】 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600
【駐車場】 2,000円以上ご利用で6時間まで無料・

250台
【予約】 要 【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※内容は予告なく変更になる場合がございます。

驚きや発見がいっぱいの世界各国の料理を取り揃え、多彩な洋食か
ら和食、デザートまでみんなで楽しめるにぎやかなダイニングは、笑顔
が集う特別な時間です。

おとな２名またはおとな1名+小学生1名利用人数

昼食内容
寿司・天ぷら＆

カジュアルバイキング

オリジナル
特典

オリジナルボールペン
（1組1本）

【ご利用可能時間】 11:30-14:30
（ラストオーダー 13:30）

【交通】 沖縄自動車道 許田ICから約30分
【TEL】 0980-48-3000
【住所】 沖縄県国頭郡本部町字浜元410
【駐車場】 無料・50台
【予約】 要 ※前日までに要予約
【特定除外日】 2020年1月-3月の間でレストラン工
事予定のため、お問合せください

ビタミンや鉄分、カルシウムを含んだ栄養たっぷりの地元野菜、旬の
沖縄フルーツを沖縄伝統の料理方法で調理しました。心も体もキレイ
になる御膳です。

おとな２名利用人数

昼食内容 美ら島御膳

オリジナル
特典

ホテルオリジナル「手作りみそ」（1組1つ）
もしくはウコン塩（1組1つ）


