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※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。

全施設
共通除外日

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅から
徒歩約3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・240台
【直接予約】 可（011-241-1251）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

地上100m・28階からの札幌の夜景を眺めながらフランス料理トリアノ
ンの眞鍋調理長やシェフ達が腕を振るったフランス料理が楽しめるレ
ストラン。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：00
（ラストオーダー 20:00）

【交通】 市電末広町電停から徒歩約1分
【TEL】 0138-26-3111
【住所】 北海道函館市末広町22-11
【駐車場】 無料・40台
【直接予約】 可（ 0138-26-3111）
【特定除外日】 2020年の花火大会開催日（日程未
定）
※7階レストランが貸切や満席の場合、ご予約を
お断りさせていただく場合がございます。

函館港を一望できる抜群の眺めが自慢のレストラン。函館近郊や北
海道産の食材にこだわり和と洋を融合させた創作料理が絶品です。

和・洋コンビネーションの創作コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスビール・カクテル
〈シャンパンベース除く〉・ソフトドリンク）

ドレスコード ショートパンツ・サンダルは不可

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー21:30）

【交通】 JR弘前駅から徒歩約1分
東北自動車道 大鰐・弘前ICから約15分

【TEL】 0172-37-9555
【住所】 青森県弘前市大字大町1-1-2
【駐車場】 4時間まで無料・100台
【直接予約】 可（0172-37-9555）
【特定除外日】 2020/4/15-24、8/1-6

厳選した旬の魚介や野菜、県産和牛などの食材を繊細かつ大胆に
調理する鉄板ダイニングです。リッチな空間をお楽しみください。

鉄板焼コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）

ドレスコード

【ご利用可能時間】 11：00-17：00
（ラストオーダー 16：30）

【交通】 JR角館駅からタクシーで約3分
東北自動車道 盛岡ICから国道46号線
秋田方向約45分

【TEL】 0187-55-5715
【住所】 秋田県仙北郡角館町川原町23
【駐車場】 無料・10台
【直接予約】 可（0187-55-5715）
【特定除外日】 2020/9/7-10

江戸時代の屋敷で本物の郷土料理をどうぞ。内部はペルシャじゅう
たんや、ステンドグラスギャラリーとなっております。

栗おこわ定食 菊（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なしなし
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【ご利用可能時間】 18:00-20:30
（ラストオーダー 20:00）

【交通】 万座鹿沢口駅から路線バスで約10分
またはタクシーで約10分

上信越自動車道 碓井軽井沢ICから約60分
【TEL】 0279-97-4111
【住所】 群馬県吾妻郡嬬恋村三原1449-78
【駐車場】 無料・65台
【直接予約】 可（0279-97-2323）
【特定除外日】 冬期クローズ期間（2019/11/24-
2020/4月中旬）

標高1,100mの嬬恋高原の爽快なそよ風を満喫・ゆったりとした休日
をお過ごしいただけるリゾートホテルです。

嬬恋ディナー（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 11：00-21：30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR大宮駅から徒歩約3分
【TEL】 048-647-3300
【住所】 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
【駐車場】 2時間まで無料・150台
【直接予約】 不可（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）

上海料理の流れをくむ中国料理レストランの瑞麟では厳選した食材
を使用し､美味しいだけではなく体にも優しい料理を提供しています。
落ち着いた雰囲気の中、本格中華をご堪能ください。

中華コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

お土産用デザート（1組1つ）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-19:30
（ラストオーダー 20:00）

【交通】 ディズニーリゾートライン ベイサイド・ステーション
から徒歩約4分またはシャトルバスで約3分

【TEL】 047-350-3570
【住所】 千葉県浦安市舞浜1-7
【駐車場】 3時間まで無料・335台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 水・木曜日（定休）、イベント開催日、
ホテル休館日、2019/10/26、12/14・15

ホテル最上階で過ごす特別な空間のレストラン。店内一面の窓から
は東京湾の夜景が一望。ギャルソンが様々なパフォーマンスで華を
添えます。

季節のフレンチコース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード
なし ※お子様(10歳以下)の

同伴はご遠慮ください

【ご利用可能時間】 17:30-21:30
（ラストオーダー21:00）

【交通】 ＪＲ新浦安駅直結
【TEL】 047-350-9096（直通）
【住所】 千葉県浦安市美浜1-9
【駐車場】 3時間まで無料・137台
【直接予約】 可（047-350-9096）
【特定除外日】 2020/1/28

ホテル最上階から東京ベイエリアを一望する店内で、目の前のシェフ
との会話を楽しみながら、上質な和牛をご堪能いただける、鉄板焼レ
ストラン。

鉄板焼コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

選べる乾杯ドリンク（アルコール
またはノンアルコール）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-22：00
（ラストオーダー コース 20:30、アラカルト 21:00）
【交通】 JR仙台駅から徒歩約8分
【TEL】 022-268-1111
【住所】 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
【駐車場】 2時間まで無料・80台
【直接予約】 可（022-268-1111）
【特定除外日】 祝日を除く毎週月曜日

洗練されたおもてなしとともに、四季折々の素材を生かし、本場の伝
統を重視しながらも日本人にあわせたフランス料理をご賞味ください。

月替りフレンチ（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】 17：30-20：00
（ラストオーダー20：00）

【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から車で約10分

【TEL】 029-852-6001
【住所】 茨城県つくば市吾妻1丁目1364-1
【駐車場】 本プランご利用時3時間無料・60台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2020/4/1-9/30

伝統あるホテルオークラ東京「桃花林」の技を継承しつつ、農業大
国・茨城ならではの食材を取り入れて創り出す本格的な広東料理が
つくばで味わえます。

中華コース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-23：00
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR宇都宮駅から車で約10分または
東武宇都宮駅から車で約15分

【TEL】 028-643-5580
【住所】 栃木県宇都宮市上大曽町492-1
【駐車場】 無料・500台
【直接予約】 不可（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）

ホテル最上階からの眺望をながめながら、目の前で仕上げられる料
理の数々をお楽しみください。

鉄板焼コース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18：00-21：00
（ラストオーダー20:30）

【交通】 JR高崎駅ビル直結
関越自動車道 高崎ICから約15分

【TEL】 027-325-3461
【住所】 群馬県高崎市八島町222
【駐車場】 2,000円以上のご利用で1時間、10,000円以
上のご利用で2時間無料（東口駐車整理場のみ3時間無
料）・999台
【直接予約】 可（027-325-3461）
【特定除外日】 日・月曜日（定休日）、各種イベント実施日、
館内停電日（2019/11/25、2020/3/9）（以降未定）

開放的なテラスを併設したレストラン「ブラッスリーローリエ」地産地消
推進登録店として、群馬県産食材を中心に、皆さまに食べる歓びを
お届けいたします。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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

設定期間終了

設定期間終了
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【ご利用可能時間】 平日・土曜 17:30～22:00
日曜・祝日 17:30～21:30

（ラストオーダー平日・土曜 20：30／
日曜・祝日 20：00）

【交通】 JR両国駅西口から徒歩約7分
首都高速6号向島線 向島ＩＣから約15分

【TEL】 03-5611-8469
【住所】 東京都墨田区横網1-6-1
【駐車場】 有料・ 136台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2020/7/11

日本料理「さくら」は、隅田川流域から東京湾まで見渡せる、ホテル
最上階のレストランです。

季節の会席 雅コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00～22:00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR総武線浅草橋駅東口から徒歩約4分
首都高速6号向島線 箱崎ＩＣから約10分

【TEL】 03-3864-7733
【住所】 東京都台東区柳橋1-2-8
【駐車場】 あり（要予約）
【直接予約】 可（03-3864-7733）
【特定除外日】 土・日・祝日、2020/7/10-8/6・
17-9/8

落ち着いた雰囲気の中、目の前でシェフが調理する料理を堪能でき
ます。

つくまつ（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 東京メトロ築地駅から徒歩約7分
【TEL】 03-5550-5777
【住所】 東京都中央区明石町8番（聖路加ガーデン）
【駐車場】 有料・10台
【直接予約】 不可（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）

【しゃぶ禅】東京ベイエリアを望むパノラマビュー。眼下には隅田川が
流れ、ロマンチックな夜景とともに、お食事をお楽しみいただけます。
【プラシャンティ】吹き抜けが開放的なアトリウム。落ち着いた雰囲気
の中でコースディナーをお楽しみいただけます。

プラシャンティ：洋食コース（2名様）
しゃぶ禅：しゃぶしゃぶ食べ放題（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（生ビール・グラス
ワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：30（ラストオーダー21:30）
【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JR有楽町駅から徒歩約5
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
【TEL】 03-3539-8073
【住所】 東京都千代田区内幸町1-1-1
【駐車場】 「ラ ブラスリー」ご利用で3時間まで無料・425台
【直接予約】 可（03-3539-8073）
【特定除外日】 特別催事期間

トラディショナルダイニング ラ ブラスリーは、現総料理長の田中健一
郎やシェフたちが「帝国ホテルの味」として培った伝統を継承するレス
トランです。開業より続く「おもてなしの心」を受けつぎ、技術に裏打ち
された確かなサービスと味をどうぞお楽しみください。

フランス料理ディナーコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスワイン〈赤・白〉・
生ビール・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：30
（ラストオーダー20：30）

【交通】 つくばエクスプレス浅草駅直結
または地下鉄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
【直接予約】 可（03-3842-3751）
【特定除外日】 レストランイベント開催日、隅田川花
火大会開催日と順延日

東京の新名所「東京スカイツリー®」が真正面にご覧いただけるレストラ

ンです。自慢の眺望と厳選素材を華麗に演出する鉄板フレンチコース
にソムリエのおすすめするワインを合わせてお楽しみいただけます。

中華＆フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ドリンク代などの
ご利用代金1，000円割引

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18：00-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 東京メトロ銀座線浅草駅1番出口から
徒歩約5分

【TEL】 03-3847-5277
【住所】 東京都台東区雷門2丁目6-9 ガーデンビル

1F
【駐車場】 なし
【直接予約】 可（03-3847-5277）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ロシア料理をベースにした洋食をお楽しみいただけるお店です。本当
に良いものをお召し上りいただけるよう優しい味、優しいサービスでお
待ちしています。

おまかせオススメメニュー（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】
平日11：00-16：０0（ラストオーダー 15：00）

17：00-22：30（ラストオーダー 21：00)
土・日・祝日11：00-22：30（ラストオーダー 21：00）
【交通】 都営地下鉄浅草線浅草駅から徒歩約1分
【TEL】 03-3842-1066
【住所】 東京都台東区雷門2-2-4
【駐車場】 なし
【直接予約】 可（03-3842-1066）
【特定除外日】 花火大会開催日

浅草駒形橋のたもとにある「浅草むぎとろ」（創業・昭和4年）。
旬の食材にこだわった和食の料理、そして名物の「むぎとろ」を味わっ
ていただけます。

白鷺（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（2名様分）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 15：00-20：00
（ラストオーダー20:00）

【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 【直接予約】 可(03-3841-3400)
【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。

天ぷら定食（ドコモdポイント
クラブ特別メニュー）（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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
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【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR・東京メトロ・都営地下鉄新橋駅から徒歩約
7分または都営地下鉄大江戸線汐留駅・新交通ゆりか
もめ汐留駅直結
【TEL】 03-6252-1177
【住所】 東京都港区東新橋1-7-1汐留メディアタワー
【駐車場】 2時間まで無料・18台
【直接予約】 可（03-6252-1177）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

国際都市東京の新たな中心として開発されたメディアシティ汐留、伝
統的な懐石をご堪能いただける和とモダンが融合する「花山椒」。贅
沢なディナータイムをお過ごしいただけます。

懐石コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典 ワンドリンク（スパークリングワイン）

ドレスコード

スマートカジュアル（男性タンクトップ、
サンダル、Ｔシャツ、ショートパンツ不可)

※全席禁煙
※お子様(12歳未満)の同伴はご遠慮ください

【ご利用可能時間】 18:00～22:00
（ラストオーダー21:30）

【交通】 地下鉄白金台駅から徒歩約4分
首都高速2号目黒線 目黒ランプから約2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
【直接予約】 可（0120-95-6661）
【特定除外日】 2020/1/5-2/18

フレンチの技法に和の素材を取り入れたフレンチジャポネスタイルから
ダイナミックに味わう料理まで、お気軽にお楽しみいただけます。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク・
ビール・ワイン〈赤・白〉）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00～22:00
（ラストオーダー 21:30）

【交通】 地下鉄白金台駅から徒歩約4分
首都高速2号目黒線 目黒ランプから約2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
【直接予約】 可（0120-95-6662）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

日本庭園を望むスタイリッシュな空間で、吟味された香辛料と素材が
絡み合う、バラエティ豊かな本場の四川料理をご満喫ください。

中華コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク・
ビール・ワイン〈赤・白〉）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18：00-23：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR水道橋駅から徒歩約2分または
都営地下鉄三田線水道橋駅から徒歩約1分
首都高速西神田出口から約5分

【TEL】 03-5805-2243
【住所】 東京都文京区後楽1-3-61
【駐車場】 2時間まで無料・283台
【直接予約】 可（03-5805-2243）
【特定除外日】 2019/10/1、11/9、12/4・13、
2020/1/26

ホテル最上階の43階に位置するアーティストカフェでは、都内を一望
しながらイタリア料理をお楽しみいただけます。

ディナーコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ボトルワイン（1組1本）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 平日17：00-22：00
土曜・休日17：00-21：00

（ラストオーダー 平日21:30/土曜・休日 20：30）
【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
【直接予約】 可（03-3546-0111）
【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大人の夜を。

和食会席（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク付（ビール・
グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード 短パン、サンダル不可

【ご利用可能時間】 19：00（出航）-21：30（帰港）
※出航20分前までに乗船手続きをお願いします。

【交通】 JR浜松町駅から徒歩約12分または
新交通ゆりかもめ線日の出駅から徒歩約1分

【TEL】 03-3798-8101
【住所】 東京都港区海岸2丁目7-104
【駐車場】 なし
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2019/10/29、11/13、12/12、
2020/2/14

きらめく東京湾をゆっくりとクルージング。船上にてフレンチのフルコー
スを堪能しながら、東京の夜景につつまれる、特別な夜をお過ごしく
ださい。

フレンチフルコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード
なし ※小学生未満のお子様は

ご利用いただけません

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー21:00）

【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】 3時間まで無料・437台
【直接予約】 可（03-5400-1170）
【特定除外日】 団体貸切日、特別催事日
※混雑時はご利用をお断りする場合があります。

ホテル最上階33階にあるスペシャリティーダイニング。全席から一望
できる東京の美しい景観と開放的な店内。厳選した食材を活かした
お料理の数々とバラエティー豊かなワインをお楽しみください。

フレンチフルコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・グラスワイン・
グラススパークリングワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード
スマートカジュアル ※お子様（13歳

未満）の同伴はご遠慮ください

【ご利用可能時間】 17：00-21：30（ラストオーダー21:00）
【交通】 JR浜松町駅から徒歩約8分または

都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅から徒歩約4分
首都高速都心環状線 芝公園出口から約5分

【TEL】 03-5470-7671
【住所】 東京都港区芝公園1-5-10
【駐車場】 提携駐車場：別館地下1Fとレセプション棟隣1F、

お食事6,000円以上のご利用で3時間無料・30台
【直接予約】 可（03-5470-7671）
【特定除外日】 日曜日、祝日、その他不定休

日本のホテル内初の高級中国料理レストランとして、1960年芝パー
クホテルにオープンして以来、味にこだわりを持つお客さまに愛され
続けてきた北京。「色香味倶全」（眺めて美しく、芳香に満ち味は天下
一品）と称される北京料理をお楽しみください。

味覚祭コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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
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【ご利用可能時間】 17：00-21：00
※最終受付19:30（ラストオーダー 20:30）

【交通】 ゆりかもめ東京ビッグサイト駅から徒歩約2分
またはりんかい線国際展示場駅から徒歩約5分

【TEL】 03-5530-5800
【住所】 東京都江東区有明3-6-11
【駐車場】 有料（90分駐車券1枚）
【直接予約】 可（03-5530-5800）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

和倉温泉「加賀屋」直営店舗。ワンランク上の味とおもてなしを加賀
屋東京店で。ご接待や和やかな会食に是非ご利用ください。東京ビッ
グサイト近く、個室のご用意もいたしております。

和食会席コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラスビール・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-22：00
（ラストオーダー 20：30）

【交通】 地下鉄赤坂見附駅から徒歩約3分
【TEL】 03-3265-7591
【住所】 東京都千代田区紀尾井4-1
【駐車場】 有料 ※サービス券をお渡しします・

760台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2020/7/22-8/6・25-9/6

「老舗はいつも新しい」をテーマに、正統派日本料理からオリジナル
料理まで幅広くご用意しております。

和食懐石コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー21：30）

【交通】 東京メトロ国会議事堂前駅、溜池山王駅直結
【TEL】 03-3503-0873
【住所】 東京都千代田区永田町2-10-3
【駐車場】 有料・135台
【直接予約】 可（03-3503-0873）
【特定除外日】 2020/7/24-8/6
※食材によるアレルギーのあるお客さまは予め係にお申
し付けください。 ※仕入れの状況によって内容が変更と
なることもございますので、予めご了承ください。

ロビーより渡殿を抜けるとそこは、庭園の豊かな緑に囲まれたホテル
の“離れ”ともいえる特別な空間。四季の移ろいを感じながら、ていね
いに美しく仕上げた旬のお料理をご堪能ください。

にぎり 瑠璃（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】 17:30～22:00
（日・祝は20：00まで）※2時間制

※最終入店20：00(飲み物のラストオーダーは終了
30分前）※営業時間は変更になる可能性があります。
【交通】 東京メトロ溜池山王駅13番出口から徒歩約1分
【TEL】 03-3505-1185
【住所】 東京都港区赤坂1-12-33
【駐車場】 5,000以上の利用で2時間まで無料、

10,000以上の利用で4時間まで無料・500台
【直接予約】 可（03-3505-1185、レストラン予約センター
9:00-19:30）
【特定除外日】 2020/1/14

スタンディングバーを思わせる「シャンパン・バー」は、ティー＆スナック、
そしてトワイライトへと姿を変えながら、それぞれのひとときを楽しめる印
象的な空間です。

シャンパンフリーフロープラン（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

デザートプレート（2名様分）

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】 17：30-21：00
（ラストオーダー20:45）

【交通】 JR・地下鉄飯田橋駅から徒歩約7分
または地下鉄九段下駅から徒歩約1分

【TEL】 03-3264-1111
【住所】 東京都千代田区飯田橋1-1-1
【駐車場】 3時間まで無料・200台
【直接予約】 可（03-3264-1111）※ご予約の際に
「クラウンレストラン」利用の旨を必ずお伝えください。
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

19世紀フランス料理界の巨匠、オーギュスト・エスコフィエの流れを
汲む正統フレンチ。北の丸公園や千鳥ヶ淵を眼下に臨む眺望・夜景
とともに、その洗練された味わいをお楽しみください。

フレンチフルコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード 半ズボン・サンダルは不可

【ご利用可能時間】 17:30-21:30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 新交通ゆりかもめ線台場駅直結
首都高速11号台場線 台場出口から約3分

【TEL】 03-5500-5580
【住所】 東京都港区台場1-9-1
【駐車場】 ご利用金額が3,000円以上で2時間、

10,000円以上で4時間のご優待あり・300台
【直接予約】 可（03-5500-5580／レストラン総合案内
（平日10：00-21：30 土・日・祝日9：00-21：30））
【特定除外日】 2020/7/1-9/6

肉や魚介を炎の力で焼き上げるグリル。オープンキッチンにいるシェ
フの躍動感を感じていただきながら、グリル料理の味わいの奥深さを
存分にご堪能ください。各種カクテルを揃えるバーも併設しております。

ディナーセットメニュー（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18:00～21:30（90分制）
【交通】 新交通ゆりかもめ線台場駅直結

首都高速11号台場線 台場出口から約3分
【TEL】 03-5500-5580
【住所】 東京都港区台場1-9-1
【駐車場】 ご利用金額が3,000円以上で2時間、

10,000円以上で4時間のご優待あり・300台
【直接予約】 可（03-5500-5580）
【特定除外日】 2020/7/1-9/6、イベント開催日

日中には眩い光が差し込み、夕暮れ以降は東京の煌く夜景が一望
できる、ロビーフロアにある「シースケープ」では、それぞれの時間帯に
合わせて、バラエティ豊かな料理の数々をビュッフェスタイルでお届
けします。

ディナービュッフェ（4名様）夕食内容

オリジナル
特典

選べるワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30～21:30（LO)
【交通】 新交通ゆりかもめ線台場駅直結

首都高速11号台場線 台場出口から約3分
【TEL】 03-5500-5580
【住所】 東京都港区台場1-9-1
【駐車場】 ご利用金額が3,000円以上で2時間、

10,000円以上で4時間のご優待あり・300台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2020/7/20-9/6、イベント開催日

中国の古代建築をイメージしたエキゾチックな店内。広東料理を中
心に創り出す、和洋の食材を取り入れた中国料理が魅力です。ご家
族・ご親戚の集まりにおすすめの個室を完備しております。

中華コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ジェフグルメカード500円分

ドレスコード なし

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
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【ご利用可能時間】 17：00～22：30
（ラストオーダー21：30）

【交通】 東京メトロ三越前駅・JR新日本橋駅地下通路直結
首都高速 江戸橋JCT経由 呉服橋ランプ・
首都高速 神田橋JCT経由江戸橋ランプから約4分

【TEL】 03-5542-1700
【住所】 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

三井ガーデンホテル日本橋プレミア 9階
【駐車場】 なし
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモトラベル
デスク）
【特定除外日】 施設点検日等

料亭のおもてなしと旬の素材を吟味した加賀料理をご堪能いただけま
す。

和食会席（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ジェフグルメカード500円分

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】 クルーズ時間17：00出航〜18：50着岸、
19:30出航〜21：20着岸

※出航20分前までに乗船手続きをお願いします。
※運航内容が変更になる場合がございます。

お問い合わせください。
【交通】 みなとみらい線日本大通り駅から徒歩約7分
【TEL】 045-662-6125（10：00-19：00）
【住所】 神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1-4
【駐車場】 有料（大さん橋市営駐車場利用）・400台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモトラベルデスク）
【特定除外日】 祝日を除く月曜日、イベント・ドック期間、チャター
日

横浜港周辺の景色を大パノラマでお楽しみいただくとともに中国料理
や生演奏、バルーンアート等のエンターテイメントをご堪能ください。

ディナーバイキング（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

750円分のワンドリンク券2枚

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：00
※2部制になる場合がございます。
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR桜木町駅またはみなとみらい線
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
【直接予約】 可（045-221-1155〈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

ランドマークタワーの68階に位置する2つレストランで、パノラマミックな
眺望と共に、素敵な夜を過ごしてみてはいかがでしょうか。

「皇苑」：中華フルコース（2名様）
「ル シエール」：フレンチコース（2名様）

夕食内容

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）

ドレスコード
短パン・半ズボン、サンダル不可

※「ル シエール」はお子様(12歳未満)の同伴
はご遠慮ください

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー21:30）

【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時間まで無料・1,700台
【直接予約】 可(045-682-2255 レストラン予約

10：00-21：00）
【特定除外日】 改装工事期間（日程未定）

みなとみらい駅から徒歩約1分の立地で横浜港、観覧車を一望でき
る「アーバンオアシス」。パームツリーに囲まれたリゾートテイストのレス
トランでコース料理をお楽しみください。

洋食コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】 17：00-23：30
（ラストオーダー22:30）

【交通】 JR渋谷駅から徒歩約8分
【TEL】 03-3485-0800
【住所】 東京都渋谷区神山町10-8

渋谷クレストンホテルB1
【駐車場】 なし
【直接予約】 不可（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）

吟味された素材の持ち味を活かす日本料理の真髄、手技の妙をお
届けいたします。専門店ならではの味わいを心ゆくまでお愉しみくださ
いませ。

上牛しゃぶ食べ放題+
飲み放題（90分）（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

季節のアイスクリーム各1つ

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-23:00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR新宿駅サザンテラス口から徒歩約3分
【TEL】 03-3374-2080
【住所】 東京都渋谷区代々木2-2-1 19F
【駐車場】 3,000円以上のお会計で2時間無料・

324台
【直接予約】 可（03-3374-2080）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

オーセンティックな料理と中国の伝統的な技法と現代の新しい素材
や考えを融合させ、グローバルな料理、新しい価値観を取り入れた料
理を提供いたします。

中華（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（スパークリングワイン
またはソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】
平日・日曜日・連休最終日の祝日17：30-21：30
（ラストオーダー21:00）
土曜日・祝日17：30-22：00（ラストオーダー21:30）

【交通】 JR池袋駅から徒歩約3分
【TEL】 03-3980-7694
【住所】 東京都豊島区西池袋1-6-1
【駐車場】 3時間まで無料・160台
【直接予約】 可（03-3980-7694） ※ご予約時に「ドコモ
ｄポイントクラブ」チケットをご利用の旨を必ずお申し出ください。

【特定除外日】 2019/12/18-20

地上約100ｍからの夜景を望むエレガントな空間で、厳選された素材、
イタリアンにフレンチの技巧を散りばめた最新のレシピをご堪能いただけ
ます。

イタリアンフレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスシャンパン）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：00
（ラストオーダー 21:00）

【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】 03-3943-5489
【住所】 東京都文京区関口2-10-8
【駐車場】 有料・400台
【直接予約】 可（03-3943-5489〈9：00～20：00〉）
【特定除外日】 2020/3/14-4/5

旬の食材に彩られた伝統と今様の日本料理をご堪能ください。

会席料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

個室確約

ドレスコード
サンダル（ビーチサンダル系）・

ショートパンツ不可

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
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【ご利用可能時間】 17:00-20:30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR長野駅から徒歩約1分
上信越自動車道 長野ICから約20分

【TEL】 026-291-7000
【住所】 長野県長野市南石堂町1346番地
【駐車場】 2時間まで無料・120台
【直接予約】 可（026-291-7061）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ホテルメトロポリタン長野1階にある「アイリス」は、ゆったりとした時間が
流れる落ち着いた空間が魅力。旬の食材を使用した信州の味わいを
ご堪能ください。

四季ディナー（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30-21:30
（ラストオーダー 21:00 ※ご予約は20:30まで）

【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】 0263-37-0511（直通）
【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
【直接予約】 可（0263-37-0511）
【特定除外日】 イベント開催日

明るく開放的な空間で、本格的中国料理を提供いたします。堅苦し
さを感じさせないゆったりとした雰囲気のなか、愉しく、美味しく、素敵
なひとときをお過ごしください。

中国料理コース全8品（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：00
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR浜松駅から徒歩約3分
【TEL】 053-458-1233
【住所】 静岡県浜松市中区板屋町111-2
【駐車場】 2時間まで無料・350台
【直接予約】 可（053-458-1233〈9：00-20：00〉）
【特定除外日】 貸切日
※貸切等で営業日および営業時間が変更になる場
合があります。詳しくはお問合せください。

音楽の街、浜松のシンボル「アクトタワー」。高層階のすばらしい夜景
を楽しみながら、本格的なフランス料理をご堪能ください。

フランス料理フルコース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-22：00
（ラストオーダー21:00）

【交通】 地下鉄栄駅から徒歩約5分
【TEL】 052-241-3551
【住所】 愛知県名古屋市中区栄4-6-8
【駐車場】 4時間まで無料・300台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 特別催事日

都会の喧繰をわすれさせる風情あふれる上品な店内で、吟味・厳選
された旬の素材を用いた本格的な、老舗料亭の贅を尽くした極上の
日本料理をご堪能ください。

懐石料理（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】
《大桟橋出航》18：00出航〜20：00帰港
《ぷかり桟橋出航》18：30出航〜20：30帰港
※出航時間の20分前には乗船場へご集合ください

【交通】 《大桟橋》みなとみらい線日本大通り駅から徒歩約8分
《ぷかり桟橋》みなとみらい線みなとみらい駅から徒歩約4分

【TEL】 045-781-7377
【住所】 大さん橋ふ頭ビル：横浜市中区海岸通1-1-4

ぷかり桟橋：横浜市西区みなとみらい1-3先
【駐車場】 有料・大さん橋国際客船ターミナル
【直接予約】 可（045-781-7377）
【特定除外日】 月・水曜日、花火大会開催日、年末年始など

都心からわずか30分の港町、横浜。新旧様々な建物が立ち並ぶベイエリアや
中華街、横浜観光を楽しんだ後の夜はベイブリッジをはじめ、みなとみらいなど
横浜の夜景をぜひ屋形船からお楽しみください。（大人2名様より出航保証）

和食コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00-22:00
（ラストオーダー21:00）

【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】 045-681-2993
【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
【直接予約】 可（045-681-2993）
【特定除外日】 土・日・祝日
※ご利用の3日前までにご予約ください。

落ち着いた空間ならではの様々なシチュエーションでご利用いただけ
ます。旬の素材を贅沢に使った味覚の数々を、鉄板焼きコースでご
堪能ください。

鉄板焼コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

重慶飯店売店5％割引券

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-20：30
（ラストオーダー20:00）

【交通】 小田急ロマンスカー箱根湯本駅から車で約
30分または東海道本線小田原駅から車で約45分
【TEL】 0460-83-7170
【住所】 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144
【駐車場】 無料・283台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 2019/11/30、2020/8/19・23

高い天井と大きな窓の開放的な空間の中、リゾートの特色を活かした
コース料理とそれを際立たせる湖畔の空気、ゆるやかに流れる時間
を心ゆくまでお愉しみください。

洋食コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典 ワンドリンク（ソフトドリンク）

ドレスコード

サンダル、ショートパンツ不可
（年齢制限あり〈10歳以上で

テーブルマナーができるお子さま〉）

【ご利用可能時間】 「スターライト」17：30-22：00、
「桃花林」・「や彦」17：30-21：00（ラストオーダー「ス

ターライト」22：00、「桃花林」「や彦」20：45）
【交通】 JR新潟駅から車で約5分
【TEL】 「スターライト」025-224-6160、「桃花林」025-
224-6150、「や彦」025-224-6130
【住所】 新潟県新潟市中央区川端町6-53
【駐車場】 2時間まで無料・150台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）
【特定除外日】 イベント開催日

ホテル最上階から新潟の夜景とともに味わうフランス料理。オークラの
伝統をそのままに正統派広東の味を伝える中国料理。会席他、鉄板焼、
天ぷら、カウンターも併設の日本料理と様々なニーズにお応えします。

「スターライト」：フレンチコース（2名様）
「桃花林」：中国料理コース（2名様）

「や彦」：会席コース（2名様）
夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

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
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【ご利用可能時間】 17：00-21：00
（ラストオーダー 20:00）

【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】 0532-45-2715
【住所】 愛知県豊橋市藤沢町141
【駐車場】 無料・138台
【直接予約】 可（0532-45-2715）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

豊かな町、豊橋で華が咲きますようにという願いが込められた「豊華
楼」。地元の食材を四川・広東の技法で美味しく、華やかにご提供い
たします。

中国料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（2名様分）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR高山駅西口から徒歩約6分
中央自動車道 中津川ICから下呂経由で約120分
または東海北陸自動車道 高山ICから約10分

【TEL】 0577-33-5500
【住所】 岐阜県高山市西之一色町2-180
【駐車場】 レストラン利用は4時間まで無料・200台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモト
ラベルデスク）
【特定除外日】 2019/10/9、2020/3/1-9/30

中国料理「天琼楼」にて特撰中華コースをご用意いたします。

中国料理のコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

・グラスビールまたはグラスワインサービス
・日帰り温泉入浴サービス2名様

（17：00-22：00）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR富山駅から徒歩約10分
北陸自動車道 富山ICから車で約15分

【TEL】 076-442-4008
【住所】 富山県富山市桜木町10-10
【駐車場】 無料・500台
【直接予約】 可（076-442-4008）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※店内は全席禁煙です。

シックでエレガントなモダンシノワの空間で、本格海鮮広東料理の活
魚メニューをはじめ、繊細かつ豊かな味わいには定評があります。

海鮮広東料理コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・グラスワイン・
紹興酒・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR金沢駅から徒歩約1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
【直接予約】 可（076-224-9806）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

最高級な黒毛和牛と北陸の新鮮な山海の幸を、シェフが鮮やかなて
さばきで目の前で調理いたします。その味わいとともに、トップフロアな
らではの眺望をお楽しみください。

鉄板焼コース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30～22：00
（ラストオーダー21:30）

【交通】 地下鉄栄駅から徒歩約5分
【TEL】 052-251-7330
【住所】 愛知県名古屋市中区栄4-6-8
【駐車場】 4時間まで無料・300台
【直接予約】 可（052-251-7330）
【特定除外日】 特別催事日

フランス料理の伝統と、「ロワール」らしさを重んじ進化する。ひと皿ず
つ丁寧に仕上げた料理と上質なサービスで最高の時間をご提供いた
します。

フレンチコース
（Menu de Saison Dîner）（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

食前酒サービス

ドレスコード ショートパンツ・サンダルは不可

【ご利用可能時間】 17：00～22：00
（ラストオーダー21:30）

【交通】 地下鉄栄駅から徒歩約5分
【TEL】 052-242-2335
【住所】 愛知県名古屋市中区栄4-6-8
【駐車場】 4時間まで無料・300台
【直接予約】 可（052-242-2335）
【特定除外日】 特別催事日

“南国スタイル”の広東料理。魚介類がふんだんに盛られた一皿は、
食べる人を虜に。

季節のおすすめ
特別コース（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ソフトドリンク・ビール・
ワイン〈赤・白〉・紹興酒）サービス

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：30
（ラストオーダー20:30）

【交通】 JR・名鉄・地下鉄金山駅南口すぐ
【TEL】 052-683-4111(代表)
【住所】 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1
【駐車場】 2時間まで無料・347台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ

トラベルデスク）
【特定除外日】 特別催事日

30階スカイレストラン「スターゲイト」からの眺望を眺めながらオープン
キッチンから届くフレンチをベースとした料理。29階中国料理「花梨」
では、本格的な広東料理をご賞味ください。

「スターゲイト」:洋食コース（2名様）
「花梨」:中華コース（2名様）

夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：00
（ラストオーダー21:00）
【交通】 JR名古屋駅真上

名古屋高速都心環状線 錦橋出口から約5分
【TEL】 052-584-1101
【住所】 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
【駐車場】5,000円以上ご利用で2時間まで無料・200台
【直接予約】 可（052-584-1101）
【特定除外日】 クリスマス期間、年末年始、特別催事期
間 ※詳細は直接店舗へご連絡ください。

名古屋の街を一望する店内で世界のマリオット・レシピのお料理や、
パフォーマンスキッチンではシェフが目の前で仕上げる出来たてのお
料理の数々をお楽しみください。

洋食ブッフェ（4名）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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

設定期間終了
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【ご利用可能時間】 2部制：17:30～19:00、
19:30～21:00（最終入店20:30）

【交通】 JR京都駅から徒歩約1分
名神高速道路 京都南ICから約20分

【TEL】 075-342-5525
【住所】 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル

JR京都駅中央口
【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時間無料・1,250台
【直接予約】 可 (075-342-5525)
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※改装のためご利用いただけない場合があります（実施時
期未定）。 ※料理内容は季節により異なります。

京都で話題のライブ感溢れるバイキングはもちろん、 朝食からカフェ、カジュ
アルダイニングまでお気軽にご利用いただけるオールデイダイニングです。

ディナーバイキング（4名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】17:30～21:00（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR京都駅から徒歩約1分
名神高速道路 京都南ICから約20分

【TEL】 075-342-5523
【住所】 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル

JR京都駅中央口
【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時間無料・1,250台
【直接予約】 可 (075-342-5523)
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※未成年の20時以降のご利用はご遠慮ください。
※コース内容は季節により異なります。

夜は、古都 京都の夜景を眺めながら、こだわりのメニューとお酒が楽
しめるラウンジとして、寛ぎの時間をお過ごしください。

洋食ディナーコース
カジュアルフレンチ（4名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード スマートカジュアル

【ご利用可能時間】17：30-21：00（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR奈良駅西口直結
【TEL】 「よしの」0742-35-5819

「珠江」0742-35-6621
【住所】 奈良県奈良市三条本町8-1
【駐車場】 奈良市営駐車場：ご利用時間の内、

最大2時間半まで無料・217台
【直接予約】 可（「よしの」0742-35-5819、

「珠江」0742-35-6621）
【特定除外日】 「よしの」なし（共通除外日のみ）

「珠江」木曜日

モダンで洗練された店内で味わう本格中国料理、旬の食材をふんだ
んに使った和会席。季節の恵みを存分に織り込んだ目にも鮮やかな
逸品をお愉しみください。

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

【交通】 JR大阪駅・各線梅田駅から徒歩約15分
阪神高速自動車道 梅田ICから約5分

【TEL】 06-6347-1112
【住所】 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-1
【駐車場】 3時間まで無料・140台
【直接予約】 可（06-6347-1112）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

広東料理の伝統に、ヌーベルシノワのエッセンスがプラスされるひと
皿ひと皿。選び抜かれた素材、その旨味を充分に活かした料理の
数々をご堪ください。

中華コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（2名様分）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-21：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR京都駅からJR石山駅まで約13分、
JR石山駅から車で約10分
名神高速道路 瀬田西･東ICから約8分
または京滋バイパス 石山ICから約10分

【TEL】 077-543-0111
【住所】 滋賀県大津市萱野浦23番1号
【駐車場】 無料・300台
【直接予約】 可（077-501-5489）
【特定除外日】 火曜日

厳選された近江牛と目の前に広がる琵琶湖が味わえる。贅沢な空間
の中でISHIYAMAこだわりのお料理をお楽しみいただけます。

ISHIYAMAディナー（1名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンクサービス

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：00-20：00
（ラストオーダー20:00）

【交通】 JR琵琶湖線大津駅から徒歩約10分
（無料シャトルバスあり）
名神高速自動車道 大津ICから約5分

【TEL】 077-524-1225
【住所】 滋賀県大津市浜町2-40
【駐車場】レストランご利用で4時間まで無料・155台
【直接予約】 可（077-524-1225）
【特定除外日】 2019/8/8、2019/10/1-
2020/9/30

立ち上る香り、じゅわっと弾ける音、目の前で焼き上げるパフォーマン
スや焼手との会話もお楽しみください。

認定近江牛（70g）とガーリック
ライス他、先附サラダ、コーヒーの

ついた特別コース（2名様）
夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30～22:30
（ラストオーダー21:30）

【交通】 JR京都駅から徒歩約1分
名神高速道路 京都南ICから約20分

【TEL】 075-342-5522
【住所】 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル

JR京都駅中央口
【駐車場】 5,000円以上のご利用時1時間無料、

10,000円以上2時間無料・1,250台
【直接予約】 可(075-342-5522)
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※コース内容は季節により異なります。

フレンチの口福感とイタリアンの軽やかさ。 ふたつの魅力を重ねる「京
キュイジーヌ」を、最上階からの古都 京都の眺めとともにお召し上がり
ください。

ディナーコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード
スマートカジュアル

※男性のお客様のノースリーブシャツ及びサンダ
ル履きでのご利用はご遠慮いただいております。

【ご利用可能時間】 17:00～22:00（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR京都駅から徒歩約1分
名神高速道路 京都南ICから約20分

【TEL】 075-342-5527
【住所】 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル

JR京都駅中央口
【駐車場】 5,000円以上のご利用時1時間無料、

10,000円以上2時間無料・1,250台
【直接予約】 可 (075-342-5527)
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※コース内容は季節により異なります。

日本の伝統と今が融合する日本料理店。匠の技と京都の四季が織り
なす美味をお届けします。

会席料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード

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

スマートカジュアル
※男性のお客様のノースリーブシャツ及びサンダ
ル履きでのご利用はご遠慮いただいております。

オリジナル
特典

ワンドリンク
（ビール・ソフトドリンク）

「珠江」：中国料理コース（2名様）
「よしの」：和食会席（2名様）

夕食内容

ドレスコード なし

設定期間終了

和食 浮橋
わ し ょ く う き は し
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【ご利用可能時間】 17：30-21：30
（土・日・祝日は17:00〜）（ラストオーダー 21:00）

【交通】 Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線
心斎橋駅8号出口直結
阪神高速自動車道 本町出口から約10分

【TEL】 06-6244-2468
【住所】 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3番3号
【駐車場】 4時間まで無料・160台
【直接予約】 不可（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）

大人の隠れ家とも呼べる鉄板焼「銀杏」。落ち着いた店内と間接照明、
時間を忘れる空間がそこにあります。

御堂筋（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード
なし ※ご同伴のお子様は
小学生以上に限ります

【ご利用可能時間】 平日17：30-22：00
土・日・祝日17：00-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR・阪神元町駅西出口から徒歩約15分
阪神高速3号神戸線 京橋ICから約5分

【TEL】 078-325-8110
【住所】 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6
【駐車場】 3時間まで無料・300台 【直接予約】可

（078-325-8110〈レストラン予約：10:00-21:00〉）
【特定除外日】 火曜日（定休日、祝日と繁忙期は営
業）、2019/12/19・20、みなとこうべ海上花火大会
開催日、特別営業日

料理長が厳選した素材を、歳時を取り入れた華やかな日本料理に仕
立ててご提供いたします。

会席コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-22：30 ※2部制になる場合
がございます。（ラストオーダー 21:00）
【交通】 JR神戸駅から徒歩約10分または神戸市営

地下鉄海岸線みなと元町駅から徒歩約4分
【TEL】 078-371-0055
【住所】 兵庫県神戸市中央区波止場町7-2
【駐車場】 レストラン利用で3時間無料・57台
【直接予約】 可（078-371-0055〈要事前予約〉）
【特定除外日】みなとこうべ海上花火大会、施設が定める日

※ランチタイム・ディナータイムともに7歳以上のお子様より
ご利用いただけます。

ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド2階にあるフレンチレストラン。開放的な
窓からは神戸港が眺められる。優雅で落ち着いた雰囲気の店では、グランシェ
フ自らが厳選した地元兵庫の食材を活かした本格フレンチ料理が味わえる。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典 ワンドリンク（食前酒）

ドレスコード
男性のタンクトップ・ショートパンツ・
スリッパ・Tシャツ・ダメージジーンズ

でのご利用はご遠慮ください

【ご利用可能時間】 17：15-19：00、19：30-21：30
【交通】 JR神戸駅から徒歩約10分
【TEL】 078-360-5603
【住所】 神戸市中央区東川崎町1-6-1
【駐車場】 平日3時間、土・日・祝日2時間まで無料・
250台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ

トラベルデスク）
【特定除外日】 2020/1/6-21、6/9、イベント・
チャータークルーズ等

神戸ハーバーランドから明石海峡大橋までのクルージング。ライトアッ
プされた明石海峡大橋を眺めながら、特別な夜をもてなす最上のフ
レンチコースを船内を彩る生演奏と共にお楽しみください。

【ご利用可能時間】 17:00-23:00（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR大阪駅構内直結
阪神高速自動車道 梅田ICから約5分

【TEL】 06-6151-1384
【住所】 大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号 ルクア大
阪10F
【駐車場】 2時間まで無料 ※ルクアの駐車場をご利用ください。

【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ
トラベルデスク）

【特定除外日】 ルクア大阪休館日に準ずる
※他の特典、割引はご利用いただけません。

大阪梅田のルクア10階にある、スペイン料理＆バル。バラをあしらっ
たおしゃれな空間で、期間限定メニューや飲み放題付プランまで幅
広くご利用いただけます。

ローザ・ローハディナー（4名様）夕食内容

オリジナル
特典

乾杯用スパークリングワイン
各1杯

ドレスコード
下駄や甚兵衛のような服装は

ご遠慮ください

【ご利用可能時間】 17:30～22:00
（ラストオーダー20:30）

【交通】 JR大阪駅構内直結
阪神高速自動車道 梅田ICから約5分

【TEL】 06-6347-1437
【住所】 大阪府大阪市北区梅田3-1-1
【駐車場】 なし
【直接予約】 可（06-6347-1437）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

JR大阪駅直結、ホテル19階にあるフレンチレストラン。上質な空間の
なか、様々なコンクールで高い評価を受けたシェフ塩見龍太が手が
ける、華やかで繊細な料理をお楽しみいただけます。

ディナー「ムニュ・マルシェ」+
オプションメニュー（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード
短パンツ・ランニングシャツなどの

ノースリーブ、サンダル不可

【ご利用可能時間】 11：30～22:00
（ラストオーダー 平日・土曜日20：00/日・祝日19：00）

【交通】 JR大阪駅から徒歩約7分または
JR北新地駅から徒歩約2分
阪神高速自動車道 梅田ＩＣから約3分

【TEL】 06-6346-0770
【住所】 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-3300

大阪駅前第3ビル33階
【駐車場】 有料・80台
【直接予約】 可（06-6346-0770）
【特定除外日】 毎週月曜日

JR大阪駅、地下鉄梅田各駅からアクセス便利な高層ビル最上階33
階にある本格日本料理店。地上142mからの眼下一面に広がる夜景
を眺めながら、贅を尽くした日本料理を心ゆくまでご堪能ください。

会席料理 梅（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 平日：17:00～22:00
土・日・祝日：19:30～22:00（ラストオーダー 20:00）

【交通】 JR東西線大阪城北詰駅3番出口から徒歩約1分
阪神高速自動車道 法円坂ICから約10分

【TEL】 06-6356-1117
【住所】 大阪府大阪市都島区網島町9-10
【駐車場】 無料・60台
【直接予約】 可（06-6356-1110）
【特定除外日】 毎週火曜日、2020/7/5・6
※貸切利用の発生時はお断りする場合がございます。

緑溢れる庭園を臨むガーデンビューのフレンチレストラン。目の前に
広がる庭園の風情と落ち着いた雰囲気の店内が心地よい時間を演
出します。

リュクセレ スペシャルプラン
（2名様）

夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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

オリジナル
特典

ワンドリンク
（食前酒またはソフトドリンク）

トワイライトクルーズまたはナイト
クルーズ フレンチコース（2名様）

夕食内容

ドレスコード なし
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【ご利用可能時間】 17:30～21:00
（ラストオーダー20:45）

【交通】 JR広島駅直結
山陽自動車道 広島ICから約30分

【TEL】 082-262-1111
【住所】 広島県広島市南区松原町1-5
【駐車場】 有料・27台
【直接予約】 可（082-262-1132）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

家族3世代で楽しめるブッフェレストラン。

ディナーブッフェ（4名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00～21:30
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR広島駅直結
山陽自動車道 広島ICから約30分

【TEL】 082-262-1111
【住所】 広島県広島市南区松原町1-5
【駐車場】 有料・27台
【直接予約】 可（082-262-1107）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

地上80ｍ、眼下に広がる街の表情を眺めながらディナーを楽しめま
す。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00～21:30
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR広島駅直結
山陽自動車道 広島ICから約30分

【TEL】 082-262-1111
【住所】 広島県広島市南区松原町1-5
【駐車場】 有料・27台
【直接予約】 可（082-262-1160）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

瀬戸内海をイメージした落ち着きある空間で、彩りから幸福感広がる
和の膳をお楽しみください。

会席料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:00～21:30
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR広島駅直結
山陽自動車道 広島ICから約30分

【TEL】 082-262-1111
【住所】 広島県広島市南区松原町1-5
【駐車場】 有料・27台
【直接予約】 可（082-262-1165）
【特定除外日】 毎週火曜日

食材使いから盛りつけまで、全てが新感覚の驚きをもたらします。

中華コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18:00-21:00
（ラストオーダー 20:30）

【交通】 JR米子駅からタクシーで約30分
米子自動車道 溝口ICから約15分

【TEL】 0859-68-2333
【住所】 鳥取県西伯郡伯耆町丸山中祖1647-13
【駐車場】 無料・284台
【直接予約】 不可（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）
※ご利用の7日前までにご予約ください。

標高約400ｍの景観の良いレストランで、自慢のフレンチコースをお
楽しみください。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30-21:30
（ラストオーダー 20:30）

【交通】 JR松江駅から徒歩約3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
【直接予約】 可（0852-27-3160〈レストラン直通〉）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）
※ご利用の8日前までにご予約ください。

上質で洗練されたくつろぎのひとときをお過ごしください。

会席料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR岡山駅直結
【TEL】 086-233-3138
【住所】 岡山県岡山市北区駅元町1-5
【駐車場】 3時間まで無料・171台
【直接予約】 可（086-233-3138）
【特定除外日】 水曜日（定休日、祝日の場合は営
業）

四季の素材の持ち味を、ディテールにわたって美しく表現します。シェ
フの織り成す極上の味とテクニックが光る本格フランス料理をホテル
最上階からの眺望とともにご堪能ください。

フレンチコース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30～22:00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 山陽自動車道 岡山ICから約25分
【TEL】 086-234-7000（代表）
【住所】 岡山県岡山市北区駅元町1番5
【駐車場】 2,000円以上で1時間無料・171台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ

トラベルデスク）
【特定除外日】 毎週月曜日（祝日の場合は営業、
代替の臨時休業あり）

岡山の名物料理が楽しめる日本料理のお店です。

会席料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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



－ －12

【ご利用可能時間】 17:30-21:00
【交通】 JR博多駅から徒歩約3分

九州自動車道 大宰府ICから約30分
【TEL】 092-482-1161
【住所】 福岡県福岡市博多区博多駅前

2丁目18番25号
【駐車場】 有料・117台
【直接予約】 可（092-482-1161）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ブッフェでいただく旬の味。季節ごとに内容が変わるディナーブッフェ。

ブッフェ（4名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-21：30
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 JR佐賀駅から車で約5分
【TEL】 0952-23-1115
【住所】 佐賀県佐賀市与賀町1-2
【駐車場】 無料・120台
【直接予約】 可（0952-23-1115）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

フランス料理にイタリアンのスピリットを加えたメインダイニング。ディ
ナーはしっとりとした大人の雰囲気漂う魅力的な食空間を演出いたし
ます。

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 22:00）

【交通】 JR長崎駅から徒歩約10分
【TEL】 095-820-1810
【住所】 長崎県長崎市宝町2-26
【駐車場】 有料・60台
【直接予約】 可（095-820-1810）
【特定除外日】 イベント期間

長崎の旬の食材をふんだんに使ったお料理と最上階にあるレストラン
からは、新世界3大夜景に選ばれた美しい夜景もお楽しみにいただけ
ます。

洋食フルコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラスワイン・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【交通】 長崎電気軌道大浦天主堂下車徒歩約2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
【直接予約】 可（095-818-8012）
【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。ダイニング ラ ベルヴューでは、「ナガサキ・フレン
チ」をご堪能いただけます。

フレンチコース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク
（グラススパークリングワイン）

ドレスコード ハーフパンツ・サンダルは不可

【ご利用可能時間】 17:00～21:30
（ラストオーダー21:00）

【交通】 JR広島駅直結
山陽自動車道 広島ICから約30分

【TEL】 082-262-1111
【住所】 広島県広島市南区松原町1-5
【駐車場】 有料・27台
【直接予約】 可（082-262-1105）
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

ホテル最上階の眺めを楽しみながら、目の前で新鮮な魚介類や最上
質な牛肉を焼き上げます。

ステーキコース（1名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 平日17：30-22：00
土・日・祝日17：00-22：00
（ラストオーダー 21:00）

【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
【直接予約】 可（089-933-5511)
【特定除外日】 なし（共通除外日のみ）

桃園は全個室です。プライベート空間の中で四川料理をベースにし
た身体に優しい自然な味わいをお楽しみください。プロヴァンス ダイニ
ングでは最上階で素晴しい景観を楽しめます。

【ご利用可能時間】 ディナークルーズ時間
【交通】 西鉄福岡天神駅から車で約10分

またはJR博多駅から車で約15分
【TEL】 092-751-7171
【住所】 福岡県福岡市博多区築港本町13-6
【駐車場】 有料・約300台
【直接予約】 不可（予約先：0570-064747 ドコモ

トラベルデスク）
【特定除外日】 船体検査期間中、イベントクルーズ
期間 ※除外日につきましては、予告なく変更
になる場合がございます。

博多湾で唯一のレストラン船マリエラ。お料理と景色でおもてなし。海
と空を身近に感じながら忘れられない一日をマリエラで。

コース料理（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 17:30-21:00
（ラストオーダー 20:00）

【交通】 JR博多駅から徒歩約5分
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】 092-472-7752
【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
【直接予約】 可（092-472-7752）
【特定除外日】 2020/1/6・7

九州特産にこだわり、地元の食材、新鮮な魚介類を使用し、味わい
深いお食事をご堪能いただけます。厳選された食材を使用したお料
理と、地酒を各種ご用意して皆様のお越しをお待ちしております。

季節の特別会席（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク

ドレスコード なし

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

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）

桃園：中華コース（2名様）

プロヴァンス ダイニング：洋食コース（2名様）
夕食内容

ドレスコード 短パン・サンダルでの入店はご遠慮ください

オリジナル
特典

ワンドリンク
（オリジナルノンアルコールカクテル）

佐賀和牛をメインとしたコース
（2名様）夕食内容

ドレスコード なし
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【ご利用可能時間】 17：30-22：00
（ラストオーダー 21:30）

【交通】 JR熊本駅から車で約15分
【TEL】 096-351-2222
【住所】 熊本県熊本市中央区城東町5-16
【駐車場】 3時間まで無料・45台
【直接予約】 不可（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）

熊本城が見える展望レストランです。ライトアップされたお城を眺めな
がら、楽しいひとときをいかがですか。

和洋折衷コース（2名様）夕食内容

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）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 「シエル・アジュール」17：30-21：30
「折鶴」17：00-21：30（ラストオーダー20：30）

【交通】 JR大分駅府内中央口出口から徒歩約10分
またはタクシーで約5分
大分自動車道 大分ICから約7分

【TEL】 「シエル・アジュール」097-533-6109
「折鶴」097-533-5491

【住所】 大分県大分市高砂町2-48
【駐車場】 有料・300台
【直接予約】 可（「シエル・アジュール」097-533-6109、

「折鶴」097-533-5491）
【特定除外日】 ご予約時にお問合せください

シティホテルならではのゆとりある空間や温かなおもてなしが、
心豊かなうるおいとやすらぎのひとときをご提供いたします。

【ご利用可能時間】
・1便目 4月〜9月 17：45出航〜19：30帰港/
10月〜3月 17：00出航〜18：45帰港

・2便目 4月〜9月 20：15出航〜22：00帰港/
10月〜3月 19：45出航〜21：30帰港

※出航30分前までに乗船手続きをお願いします。
【交通】 那覇空港から車で約15分
【TEL】 098-866-0489
【住所】 沖縄県那覇市通堂町2-1 ターミナルビル1階
【駐車場】 有料・60台
【直接予約】 不可（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）

県内最大級のレストランシップ「モビーディック号」では東シナ海に沈
む夕日と静寂な夜景に包まれながら生演奏とシェフおすすめコース
料理がお楽しみいただけます。

洋食コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・泡盛・グラスワイン・酎
ハイ・ノンアルコールビール・ソフトドリンク）

ドレスコード なし

【ご利用可能時間】 18:00-21:30
（ラストオーダー 21:30）

【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約70分

【TEL】 0980-51-1011
【住所】 沖縄県名護市喜瀬1490-1
【駐車場】 無料・298台
【直接予約】 可（0980-51-1011〈レストラン直通〉）
【特定除外日】 月・水曜日（定休日）

沖縄の大自然の恵みの中で育まれた県産牛、県産豚、鶏を炭火で
シンプルに味わう最高の時間。ここでしか味わえない「沖縄焼肉」をお
楽しみください。

琉仙厳選コース（2名様）夕食内容

オリジナル
特典

ワンドリンク（ビール・泡盛・
グラスワイン）

ドレスコード なし

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

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）

シエル・アジュール：フレンチコース（2名様）

折鶴：会席料理（2名様）
夕食内容

ドレスコード なし

設定期間終了

設定期間終了


