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NO． 都道府県 地区 ホテル名 レストラン名 夕食内容 ご提供人数 ご利用可否 備考 施設電話番号

1 北海道 札幌 札幌プリンスホテル フランス料理トリアノン フレンチコース 2名様 × 当面の間休業中 011-241-1251

2 北海道 函館 ウイニングホテル 「レストラン ウイニング」 和・洋コンビネーションの創作コース 2名様 × 当面の間休業中 0138-26-3111

3 青森県 弘前 アートホテル弘前シティ カジュアルダイニング＆鉄板焼「シェフズ　レシピ」 鉄板焼コース 2名様 × 臨時休業中 0172-37-9555

4 秋田県 角館 百穂苑 百穂苑 栗おこわ定食 2名様 〇 営業時間 11:00～15：00 0187-55-5715

5 宮城県 仙台 仙台国際ホテル レストラン「ロジェ・ドール」 フランス料理ディナーコース 2名様 〇
営業時間20:00まで(L.O 18:30) ※予約制
※2日前の14:30までにご予約ください （アルコール提供中止）

022-268-1111

6 茨城県 筑波学園都市 ホテル日航つくば（旧：オークラフロンティアホテルつくば） 中国料理 桃李 中華コース 2名様 〇 営業時間20：00まで(L.O 19:30) ※臨時休業日あり 029-852-6001

7 栃木県 宇都宮 ホテル東日本宇都宮 鉄板焼「香味亭」 鉄板焼コース 2名様 〇 ※水曜定休日 028-643-5580

8 群馬県 高崎 ホテルメトロポリタン高崎 レストラン「ブラッスリーローリエ」 フレンチコース 2名様 〇
営業時間 18:30～20：00（L.O 19:00）
（アルコール提供中止）

027-325-3461

9 群馬県 嬬恋 嬬恋プリンスホテル 洋食レストラン 嬬恋ディナー 2名様 × 臨時休業中 0279-97-4111

10 埼玉県 大宮 パレスホテル大宮 中国料理「瑞麟」 中華コース 2名様 × 臨時休業中 048-647-3300

11 千葉県 新浦安 浦安ブライトンホテル東京ベイ 鉄板焼 「燔」 鉄板焼コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19:00)
（アルコール提供中止 ）

047-350-9096

12 東京都 浅草 浅草ビューホテル 「唐紅花 ＆ 蒔絵」 中華＆フレンチコース 2名様 △
営業時間20：00まで(L.O19：00）
※土・日・祝日のみ営業 (アルコール提供中止)

03-3842-3751

13 東京都 浅草 ボナ フェスタ ボナ フェスタ おまかせオススメメニュー 2名様 △
営業時間20：00まで(L.O19：00）
※金～日・祝日のみ営業(アルコール提供中止）

03-3847-5277　

14 東京都 浅草 浅草むぎとろ 浅草むぎとろ 懐石料理 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）※アルコール提供中止
※予約制（前々日までにご予約ください）

03-3842-1066

15 東京都 浅草 三定 三定 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 〇
営業時間　月・火・水 16:00まで(L.O15:30)
              金・土・日 20：00まで(L.O19:30)
              （アルコール提供中止） ※臨時休業あり

03-3841-3200

16 東京都 浅草橋 ベルモントホテル ステーキハウス「柳鳳」 鉄板焼コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）
  (アルコール提供中止)

03-3864-7733

17 東京都 銀座 銀座クレストン レストラン・ラウンジ「プラシャンティ」 洋食コース 2名様 〇 営業時間20：00まで(L.O19：00／アルコール提供中止） 03-5550-5777

18 東京都 銀座 銀座クレストン 日本料理「しゃぶ禅」 しゃぶしゃぶ食べ放題 2名様 〇 営業時間20：00まで(L.O19：00／アルコール提供中止） 03-5550-5777

19 東京都 銀座 帝国ホテル 東京 「ラ ブラスリー」 フランス料理ディナーコース 2名様 × 当面の間休業中 03-3539-8073

20 東京都 銀座 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 銀座で和食「むらき」 和食会席 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）
（アルコール提供中止）

03-3546-0111

21 東京都 日の出桟橋 東京ベイ・クルージングレストラン 「シンフォニー」 フレンチフルコース 2名様 × 当面の間休業中 03-3798-8101

22 東京都 浜松町 ザ・プリンス パークタワー東京 レストラン「ブリーズヴェール」 フレンチフルコース 2名様 △
営業時間17:00～20：00まで(L.O19：30）
※金～日・祝日のみ営業（アルコール提供中止）

03-5400-1170

23 東京都 芝公園 芝パークホテル 「THE DINING」 和・洋・中選択コース・味覚祭コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O18：30）
（アルコール提供中止）

03-5470-7671

24 東京都 汐留 パークホテル東京 「花山椒」 懐石コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O18：00）
（アルコール提供中止）

03-6252-1177

25 東京 五反田・白金　 シェラトン都ホテル東京 カフェ カリフォルニア フレンチコース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：30）
（アルコール提供中止）

03-3447-3111

26 東京 五反田・白金　 シェラトン都ホテル東京 中国料理「四川」 中華コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：30）
（アルコール提供中止）

03-3447-3111

27 東京都 水道橋 東京ドームホテル 「アーティストカフェ」 ディナーコース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）
（アルコール提供中止）

03-5805-2243

28 東京都 九段下 ホテルグランドパレス フランス料理「クラウンレストラン」 フレンチフルコース 2名様 × プラン終了となりました。 -

29 東京都 お台場 ヒルトン東京お台場 「グリロジー バー＆グリル」 ディナーセットメニュー 2名様 〇 営業時間20：00まで（アルコール提供中止） 03-5500-5580

30 東京都 お台場 ヒルトン東京お台場 シースケープ　テラス ・ダイニング ディナービュッフェ 4名様 〇 営業時間16:45～20：00まで（アルコール提供中止） 03-5500-5580

31 東京都 お台場 ヒルトン東京お台場 中国料理「唐宮」 中華コース 2名様 × プラン終了となりました。 -

32 東京都 有明 加賀屋　東京有明店 加賀屋　東京有明店 和食会席コース 2名様 △ 臨時休業あり（詳細は直接お問合せください） 03-5530-5800

33 東京都 新宿 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー シェンロン トーキョー 中華 2名様 × プラン終了となりました。 -

34 東京都 池袋 ホテルメトロポリタン キュイジーヌ 「エスト」 イタリアンフレンチコース 2名様 △
営業時間17：00～20：00まで(L.O19：30)
※金・土・日のみ営業（アルコール提供中止）

03-3980-7694

35 東京都 　早稲田 ホテル椿山荘東京 日本料理「みゆき」 会席料理 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O18：30）
（アルコール提供中止）

03-3943-5489

36 東京都 日本橋 三井ガーデンホテル日本橋プレミア 9階　日本橋浅田 和食会席 2名様 △
営業時間17：30～20：00まで（最終入店 19:00）
※平日・土曜のみ営業（アルコール提供中止）

03-5542-1700
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37 神奈川県 横浜 ロイヤルウイング ロイヤルウイング ディナーバイキング 2名様 △
クルーズ時間18:00出航～19:50着岸
※土・日・祝日のみ運航

045-662-6125

38 神奈川県 横浜 横浜ベイホテル東急 オールデイダイニング「カフェ トスカ」 バイキング 2名様 〇 営業時間20：00まで（アルコール提供中止） 045-682-2218

39 神奈川県 横浜 「屋形船 濱進」 「屋形船 濱進」 和食コース 2名様 × 当面の間休業中 045-781-7377

40 神奈川県 元町・中華街 横浜中華街 招福門 横浜中華街 招福門 中華コース 2名様 〇
営業時間20：00まで（L.O19：30）
（アルコール提供中止）

045-664-4141

41 神奈川県 元町・中華街 重慶飯店 本館 重慶飯店 本館 四川火鍋コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00)
（アルコール提供中止）

045-641-8288

42 神奈川県 元箱根 ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 メインダイニングルーム「ル・トリアノン」 洋食コース 2名様 〇 営業時間20：00まで（アルコール提供中止） 0460-83-7170

43 新潟県 新潟 ホテルオークラ新潟 レストラン「スターライト」 フレンチコース 2名様 × プラン終了となりました。 -

44 新潟県 新潟 ホテルオークラ新潟 中国料理「桃花林」 中国料理コース 2名様 〇
営業時間 20:30まで（L.O20：15）※アルコール提供20：00まで
※月曜・火曜定休日(祝日の場合は営業)

025-224-6150

45 新潟県 新潟 ホテルオークラ新潟 和食「や彦」 会席コース 2名様 〇
営業時間 20:30まで（L.O20：15）※アルコール提供20：00まで
※水曜・木曜定休日(祝日の場合は営業)

025-224-6130

46 長野県 　長野市内 ホテルメトロポリタン長野 カフェレストラン「アイリス」　 四季ディナー 2名様 〇 営業時間20：00まで（L.O19：30） 026-291-7061

47 長野県 松本 ホテル ブエナビスタ 中国レストラン「聖紫花」 中国料理コース全8品 2名様 〇 営業時間20：00まで（L.O19：30） 0263-37-0511（直通）

48 長野県 軽井沢 ホテル鹿島ノ森 コンチネンタルルーム 洋食コース 2名様 〇 ※完全予約制 0267-42-3535

49 静岡県 浜松 オークラアクトシティホテル浜松 スカイレストラン＆ラウンジ「パガニーニ」 フランス料理フルコース 2名様 △
営業時間20：00まで（L.O19：30）※土・日・祝日のみ営業
※2日前までの予約制　2名様より承ります。※臨時休業日あり

053-458-1233

50 愛知県 名古屋栄・金山 名古屋東急ホテル 日本料理「なだ万」 懐石料理 2名様 〇 営業時間17：00～20：00（L.O18：30） -

51 愛知県 名古屋栄・金山 名古屋東急ホテル レストラン 「ロワール」 フレンチコース 2名様 〇 営業時間：17:00～20:00（L.O18：30）※月曜定休日 052-251-7330

52 愛知県 名古屋栄・金山 名古屋東急ホテル 中国料理 「南国酒家」 季節のおすすめ特別コース 2名様 × 当面の間休業中 052-242-2335

53 愛知県 名古屋駅・伏見 名古屋マリオットアソシアホテル オールデイダイニング 「パーゴラ」 洋食ブッフェ 4名様 × 当面の間休業中 052-584-1101

54 愛知県 豊橋 ロワジールホテル豊橋 中国料理「豊華楼」 中国料理 2名様 × 当面の間休業中 0532-45-2715

55 岐阜県 高山 高山グリーンホテル 中国料理「天琼楼」 中国料理のコース 2名様 × 当面の間休業中 0577-33-5500

56 富山県 富山市内 富山第一ホテル 中国料理「白楽天」 海鮮広東料理コース 2名様 × プラン終了となりました。 -

57 石川県 金沢市内 ANAクラウンプラザホテル金沢 鉄板焼「加賀」 鉄板焼コース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）
（アルコール提供中止 ）※臨時休業あり

076-224-9806

58 滋賀県 大津 ロイヤルオークホテル スパ＆ガーデンズ ステーキISHIYAMA ISHIYAMAディナー 1名様 × プラン終了となりました。 -

59 京都府 京都市内 ホテルグランヴィア京都 ビュー＆ダイニング コトシエール ディナーコース 2名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：00）
（アルコール提供中止 ）

075-342-5522

60 京都府 京都市内 ホテルグランヴィア京都 和食 浮橋 会席料理 2名様 × 当面の間休業中 075-342-5527

61 京都府 京都市内 ホテルグランヴィア京都 カフェレストラン  ル・タン ディナーバイキング 4名様 △
営業時間20：00まで(最終入店18：30）※土曜・日曜・祝日のみ営業
（アルコール提供中止）
※ハラルメニューの提供を休止しております。

075-342-5525

62 京都府 京都市内 ホテルグランヴィア京都 スカイダイニング＆ラウンジ　サザンコート 洋食ディナーコース カジュアルフレンチ 4名様 × プラン終了となりました。(8/16をもって営業終了) -

63 奈良県 奈良市内 ホテル日航奈良 和処「よしの」 和食会席 2名様 〇 営業時間17:30～19:30 (最終入店) ※月曜定休 ※祝日は営業 0742-35-5819

64 奈良県 奈良市内 ホテル日航奈良 中国料理「珠江」 中国料理コース 2名様 × プラン終了となりました。 -

65 大阪府 梅田 ホテルグランヴィア大阪 スカイダイニング アブ 洋食コース 2名様 × プラン終了となりました。 -

66 大阪府 梅田 日本料理「河久」 日本料理「河久」 会席料理 2名様 × 臨時休業中 06-6346-0770

67 大阪府 心斎橋 ホテル日航大阪 鉄板焼「銀杏」 鉄板焼コース 2名様 × 臨時休業中 06-6244-2468

68 兵庫県 神戸 神戸メリケンパークオリエンタルホテル 日本料理「石庭」 会席コース 2名様 × 当面の間休業中 078-325-8110

69 兵庫県 神戸 ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド レストラン「ル・クール神戸」 フレンチコース 2名様 〇 ※提供メニューに一部変更がございます。 078-371-0055

70 兵庫県 神戸 神戸船の旅 「コンチェルト」 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 × 臨時休業中 078-360-5603

71 鳥取県 大山 ロイヤルホテル大山 スカイレストラン マウントビュー 和牛ステーキコース 2名様 △ ※臨時休業日あり 0859-68-2333

72 島根県 松江 松江エクセルホテル東急 レストランMOSORO 会席料理 2名様 〇
9/6(月)より金曜～日曜・祝日のみ営業
営業時間 21:30まで（L.O 21:00）

0852-27-3160

73 広島 広島市内 ホテルグランヴィア広島 カフェ＆ブッフェ「ディッシュパレード」 ディナーブッフェ 4名様 △
営業時間20：00まで（L.O19：30）※アラカルトメニューでのご提供
 (アルコール提供中止)

082-262-1111

74 広島 広島市内 ホテルグランヴィア広島 スカイレストランアンドラウンジ「L&R」 フレンチコース 2名様 △
営業時間20：00まで(L.O19：30）※土曜・日曜・祝日のみ営業
 (アルコール提供中止)

082-262-1111
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75 広島 広島市内 ホテルグランヴィア広島 日本料理「瀬戸内」 会席料理 2名様 △
営業時間20：00まで(L.O19：00）※土曜・日曜・祝日のみ営業
 (アルコール提供中止)

082-262-1111

76 広島 広島市内 ホテルグランヴィア広島 中国料理「煌蘭苑」 中華コース 2名様 △
営業時間20：00まで(L.O19：30）※土曜・日曜・祝日のみ営業
 (アルコール提供中止)

082-262-1111

77 広島 広島市内 ホテルグランヴィア広島 ステーキハウス「神石」 ステーキコース 1名様 〇
営業時間20：00まで(L.O19：30）※土曜・日曜・祝日のみ営業
 (アルコール提供中止)

082-262-1111

78 愛媛県 松山 ANAクラウンプラザホテル松山 中国料理「桃園」 中華コース 2名様 × 臨時休業中 089-933-5511

79 福岡県 博多 ソラリアリゾートシップ マリエラ MARIERA 洋食コース 2名様 × プラン終了となりました。 -

80 福岡県 博多駅付近 ホテル日航福岡 セリーナ ブッフェ 4名様 × 当面の間休業中 092-482-1161

81 佐賀県 佐賀市内 ホテルニューオータニ佐賀 「レストラン ロータス」 佐賀和牛をメインとしたコース 2名様 × 臨時休業中 0952-23-1115

82 長崎県 長崎市内 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」 フレンチコース 2名様 × 臨時休業中 095-818-8012

83 大分県 大分市内 ホテル日航大分 オアシスタワー 21階 フレンチレストラン「シエル・アジュール」 フレンチコース 2名様 △
営業時間：17：30～21：00
（L.O 平日20：00／土・日・祝日19：30)
※水曜～日曜・祝日のみ営業

097-533-6109

84 大分県 大分市内 ホテル日航大分 オアシスタワー 2階 日本料理「折鶴」 会席料理 2名様 △
8/1より営業時間：17：30～20：00（L.O19：30）
※土曜のみ営業（9/19は営業します。）

097-533-5491

85 沖縄県 那覇 ウエストマリン 「モビーディック号」 洋食コース 2名様 × 臨時運休中 098-866-0489

【ご案内】

各レストラン施設における新型コロナウイルスの感染防止対策により、休業期間の延長または臨時休業等が発生する場合がございます。

お客様ご自身においても、ご予約の際、レストラン施設へ営業状況のご確認をお願いいたします。


