
更新日：2021年9月1日

NO． 都道府県 地区 ホテル名 レストラン名 昼食内容 ご提供人数 状況 新型コロナウイルス感染防止対策における変更点など 施設電話番号

1 北海道 札幌
シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ

ホテル&スパリゾート
レストラン「ヴィーニュ」 洋・和食バイキング おとな2名 △ 土曜・日曜・祝日のみ営業　※臨時休業日あり 011-773-2799

2 北海道 札幌 札幌プリンスホテル ブッフェレストラン ハプナ 和食・洋食・中華ブッフェ おとな2名 × 休業中（再開時期については直接お問合せください） 011-241-1251

3 北海道 札幌 ホテルエミシア札幌 中国料理「仙雲」 スペシャルランチコース おとな2名 × 臨時休業中（詳細につきましては直接お問合せください） 011-893-6933

4 北海道 札幌 アサヒビール園　白石店 はまなす館 2種ラム肉ジンギスカンセット おとな2名 × 臨時休業中 ※9/12(日)までの予定 011-863-5251

5 北海道 支笏湖畔 しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 ヘルシービュッフェ「アマム」 洋食バイキング おとな2名 △
土曜・日曜・祝日のみ営業（ご提供時間に変更あり）
11：00～12：30／12：40～14：10（2部制）　※臨時休業日あり

0123-25-2211

6 北海道 小樽 グランドパーク小樽 テラスブラッセリー 洋食・中華ブッフェ おとな2名 × 臨時休業中 （詳細につきましては直接お問合せください） 0134-21-3402

7 北海道 函館 ウイニングホテル レストラン ウイニング セットランチ おとな2名 × プラン終了となりました。 -

8 青森県 青森市内 ホテル青森 スカイレストラン「ル・ボワ」
洋食バイキング

（金曜日のみ飲茶バイキング）
おとな2名 △ 毎週火曜・水曜のみ営業 017-775-4141

9 岩手県 盛岡 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING ダイニング＆バー「ジョバンニ」 洋食バイキング おとな2名 〇 営業時間変更 11：30～15：00　(最終入店　14：00) 019-625-6261

10 秋田県 秋田市内 秋田キャッスルホテル ダイニングレストラン「ザ・キャッスル」 ランチセット おとな2名 〇 018-834-1141

11 宮城県 仙台 ホテルモントレ仙台 中国料理「彩雲」 点心ランチ おとな2名 〇 臨時休業日あり ※アルコール提供終日中止 022-265-5545

12 福島県 福島 アサヒビール園 福島四季の里店 特選ラム肉＆豚肉ジンギスカン食べ放題（ライス2枚付） おとな2名 × 臨時休業中 ※9/12(日)までの予定 024-593-0113

13 茨城県 筑波学園都市 ホテル日航つくば レストラン セリーナ
フィッシュまたはミートランチ＋サラダバー

＋ドリンクバー＋ランチデザート
おとな2名 〇 営業時間変更　11:30～13:30（L.O.13：00） 029-852-1112

14 栃木県 宇都宮 宇都宮グランドホテル グランドダイニング
中華御膳（メイン・サイド5品・ご飯・スープ・デザート）

＋ドリンクバー
おとな2名 × 閉店となりました。 -

15 群馬県 前橋 群馬ロイヤルホテル 朔風 中国レストラン朔風特別コース おとな2名 〇 月曜・火曜定休 ※４名様以上のご予約が無い日は休業 027-223-6111

16 千葉県 舞浜 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート オールデイダイニング「カリフォルニア」 洋食バイキング おとな2名 △ ※臨時休業あり 047-355-1111

17 千葉県 新浦安 オリエンタルホテル 東京ベイ 日本料理「美浜」 和食ブッフェ おとな2名 × 閉店となりました。 -

18 千葉県 新浦安 オリエンタルホテル 東京ベイ レストラン「グランサンク」 洋食ブッフェ おとな2名 × プラン終了となりました。 -

19 千葉県 新浦安 オリエンタルホテル 東京ベイ 中国料理「チャイニーズ・テーブル」 中国料理ブッフェ おとな2名 × 閉店となりました。 -

20 千葉県 新浦安 ホテル エミオン 東京ベイ ララ イタリア―ナ ランチコース おとな2名 〇 047-304-2787

21 千葉県 成田空港周辺 ホテル日航成田 カジュアル・リゾート・ダイニング「セリーナ」 洋食バイキング おとな2名 〇
土曜・日曜・祝日の営業時間変更
11:00～12:45／13:15～15:00　(2部制)

0476-32-0015

22 東京都 赤坂 ホテルニューオータニ ガーデンラウンジ サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ おとな1名 〇
営業時間変更 11：30～13：15（最終入場）※90分制
※終日アルコール提供中止

03-5226-0246

23 東京都 赤坂 ザ・キャピトルホテル 東急 ラウンジ「ORIGAMI」 アフタヌーンティー おとな1名 〇
ご提供時間変更あり（14：00～18：00）
※終日アルコール提供中止

03-3503-0872

24 東京都 東品川
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

おとな1名 〇 ※終日アルコール提供中止 03-3450-4300

25 東京都 目黒・白金 シェラトン都ホテル東京 ロビーラウンジ「バンブー」 アフタヌーンティーセット おとな1名 〇 ※終日アルコール提供中止 03-3447-3111

26 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 ランチセット おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 03-3546-0111

27 東京都 　早稲田 ホテル椿山荘東京 ル・ジャルダン
アフタヌーンティーセット

（紅茶のお替り自由）
おとな1名 〇

12：00～/12：30～/15：00～ ※3部制でのご利用となります
当面の間　完全予約制 (予約は前日18:00まで)
※終日アルコール提供中止

03-3943-0920

28 東京都 飯田橋 ホテルメトロポリタン エドモント ダイニング・カフェ「ベルテンポ」 パンケーキ おとな2名 × プラン終了となりました。 -

29 東京都 浜松町 ザ・プリンスパークタワー東京 中国料理 陽明殿 陽明殿ランチ おとな2名 △ 土日祝日のみ営業　※終日アルコール提供中止 03-5400-1170

30 東京都 浜松町 ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ シェフズ ライブ キッチン ランチブッフェ おとな1名 〇 03-5404-2246

31 東京都 浅草 浅草ビューホテル 「武藏」 和洋中ブッフェ おとな1名 〇 ※終日アルコール提供中止 03-3842-3751
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32 東京都 浅草 天ぷら定食 おとな2名 〇

 営業時間　月・火・水　11：00～16：00
　　　　　　　 金・土・日　11：00～20：00
※臨時休業日あり（詳細については直接お問合せください）
 ※終日アルコール提供中止

03-3841-3200

33 東京都 東陽町 オークラホテルズ＆リゾーツ ホテルイースト21東京　 日本料理　さざんか 木場膳 おとな1名 △ 木曜～日曜・祝日のみ営業　※終日アルコール提供中止 03－5683-5716

34 神奈川県 川崎 川崎日航ホテル カフェレストラン「ナトゥーラ」 洋食バイキング おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 044-221-2134

35 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」 洋食バイキング おとな1名 〇
平日営業時間変更あり（11：30～14：30 L.O）
※終日アルコール提供中止

045-682-2218

36 神奈川県 横浜 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」 ランチブッフェ おとな1名 〇 ※終日アルコール提供中止 045-223-2267

37 神奈川県 横浜 横浜ロイヤルパークホテル シリウス 洋食バイキング おとな1名 〇
営業時間変更
平日 11:30 ～13：30、土曜・日曜・祝日 11:30 ～14：00 (最終入店)

045-221-1155

38 神奈川県 横浜 横浜・八景島シーパラダイス内 Seafood & Grill YAKIYA バーベキュー90分食べ放題 おとな2名 △  プレート盛りセットメニューにてご提供 045-788-8888

39 神奈川県 横浜 飲茶食べ放題 おとな2名 〇
営業時間変更【平日】11：30～20：00（最終入店19:00）※月曜定休
　　　　　　　　　【土曜・日曜・祝日】11：00～20：00（最終入店19:00）

045-664-4141

40 神奈川県 元町・中華街 ローズホテル横浜 重慶飯店新館 特別ランチコース おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 045-225-8852

41 神奈川県 元箱根 箱根ホテル イル・ミラジィオ 洋食ブッフェ おとな1名 △ 営業時間変更 11：30～14：00 (L.O)　※セットメニューにてご提供 0460-83-6311

42 山梨県 山梨市 フルーツパーク富士屋ホテル 日本料理 笛吹川 季節の特別会席弁当 おとな1名 〇 臨時休業あり　※終日アルコール提供中止 0553-22-8811

43 長野県 松本 ホテルブエナビスタ カフェ＆ダイニング「ラ・カフェテラサ」 洋食バイキング おとな2名 △ 平日のみアラカルトメニューにてご提供 0263-37-1570

44 愛知県 豊橋 ロワジールホテル豊橋 コーヒーショップ「フォーシーズンズ」 洋食バイキング おとな2名 〇 営業時間変更　11:30～14:00 0532-47-6101

45 愛知県
　名古屋栄・金

山
ホテル メルパルク名古屋 　オールデイダイニング「パルケミエール」　 和・洋・中ブッフェ＆デザート おとな2名 △ 営業時間変更11:30～14:00(L.O 13:30) ※セットメニューにてご提供 052-937-7666

46 愛知県 南知多山海 日帰り味覚会席コース（渚コース） おとな1名 〇 臨時休業日あり 0569-62-2525

47 三重県 四日市 都ホテル四日市 パークサイドカフェ シェフのおまかせ料理 おとな2名 〇 059-355-2816

48 岐阜県 高山 高山グリーンホテル ダイニングマルシェ「グリーンコート」 和洋中ブッフェ おとな2名 △ セットメニューにてご提供 0577-33-5500

49 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」 ランチコース おとな1名 〇 臨時休業日あり 076-224-9806

50 滋賀県 大津 びわ湖大津プリンスホテル 中国料理「李芳」 中華バイキング おとな2名 × 休業中（代替レストランについては直接お問合せください）
077-521-5539（レストラン予約）
077-521-1111（ホテル代表）

51 京都府 京都駅周辺 京都新阪急ホテル レストラン ブールヴァール 和・洋・中バイキング おとな2名 × 休業中（再開時期については直接お問合せください）
075-284-1112
075-343-5300（ホテル代表）

52 奈良県 奈良市内 ホテル日航奈良 レストラン　セリーナ 洋食バイキング おとな2名 △ 土曜・日曜・祝日のみ営業 0742-35-6621

53 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 洋食バイキング おとな2名 × 当面の間休業 -

54 大阪府 梅田 帝国ホテル　大阪 ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」 アフタヌーンティーセット おとな2名 △ 土曜・日曜のみ営業11:00～18:00（L.O 17:30） 06-6881-4888

55 大阪府 大阪・ベイエリア ホテル近鉄ユニバーサル・シティ カジュアルレストラン「イーポック」 洋食を中心とした和・洋バイキング おとな2名 △ 土曜・日曜・祝日のみ営業 ※アルコール提供中止 06-6465-6030

56 大阪府 福島 ホテル阪神大阪 マルシェダイニング ネン　 ランチバイキング（平日限定） おとな2名 × プラン終了となりました。 -

57 和歌山県 太地・那智勝浦 花いろどりの宿 花游 ミモザ ガーデン 煮込みハンバーグセット おとな2名 〇 0735-59-3060

58 兵庫県 神戸 神戸ポートピアホテル ダイニングカフェ「SOCO」 SOCOバラエティランチ（パスタ） おとな2名 〇 078-302-1106

59 兵庫県 神戸 ANAクラウンプラザホテル神戸 カジュアルダイニング「ザ・テラス」 和・洋食バイキング おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 078-291-1163

60 兵庫県 神戸 　神戸商工貿易センタービル内 ザ・スカイブッフェ 洋食バイキング おとな2名 × 閉店となりました。 -

61 鳥取県 鳥取市 海鮮丼 おとな2名 〇 営業時間変更（平日11：00～14：00／土・日・祝日11：00～14：30） 0857-22-6835

62 島根県 松江 松江エクセルホテル東急 レストランMOSORO 和・洋食ブッフェ おとな2名 △  11：30～14：00　(L.O13：30)　※平日はセットメニューにてご提供 0852-27-3160

63 岡山県 倉敷 倉敷ロイヤルアートホテル レストラン「八間蔵」 洋食セットランチ おとな2名 〇 086-423-2122

64 山口県 萩 萩本陣 ダイニング 旬の丸 健康バイキング おとな2名 × プラン終了となりました。 -

65 香川県 高松 JRホテルクレメント高松 カフェ＆レストラン「ヴァン」 和洋中バイキング おとな2名 △ 臨時休業あり（詳細については直接お問合せください） 087-811-1111

鳥取砂丘会館　

三定

横浜中華街　招福門

　海栄館 鯱亭　
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66 愛媛県 松山市 茶玻瑠 ラ・キュイジーヌ・ジャポネーズ 玻璃 和・洋食ランチブッフェ おとな2名 × プラン終了となりました。 -

67 愛媛県 松山 ANAクラウンプラザホテル松山 プロヴァンス ダイニング ランチブッフェ おとな2名 ×
休業中
（代替レストランを含む再開時期については直接お問合せください）

089-933-5511

68 徳島県 鳴門 アオアヲ ナルト リゾート 阿波郷土料理 彩 割烹バイキング 阿波三昧 おとな2名 △ セットメニューにてご提供 088-687-2580

69 高知県 高知市内 土佐御苑 レストランジャルダン 和・洋食バイキング（かつおのタタキ付/個人盛） おとな2名 △ 土曜・日曜のみ営業　※臨時休業あり 088-822-4491

70 福岡県 博多駅付近 ホテル日航福岡 カフェレストラン「セリーナ」 洋食ブッフェ おとな2名 × 休業中（再開時期については直接お問合せください） 092-482-1161

71 福岡県 博多駅付近 ANAクラウンプラザホテル福岡 オールデイダイニング「Crowne Café」 洋食バイキング おとな2名 〇 092-472-7754

72 福岡県 福岡天神・中央 　西鉄グランドホテル 中国料理「桃林」 桃林オリジナルランチプレート おとな2名 〇 092-781-0431

73 佐賀県 嬉野温泉 ホテル桜 お食事処「花月」 嬉野名物 温泉湯豆腐御膳（天婦羅付） おとな2名 〇 0954-42-3000

74 長崎県 長崎市内 ザ・ホテル長崎 BWプレミアコレクション ザ・キッチン 洋食バイキング おとな2名 〇 営業時間変更11:30～14:00(L.O 13:30) ※臨時休業あり 095-820-1810

75 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 レストラン　Pave（パヴェ） 洋食バイキング おとな2名 〇 ※ブッフェメニュー及びセットメニューにてご提供 095-818-8012

76 熊本県 熊本市内 ホテル日航熊本 ブッフェダイニング「アソシェッド」 和・洋食バイキング おとな2名 × 休業中（再開時期については直接お問合せください） 096-211-1661

77 大分県 大分市内 ホテル日航大分 オアシスタワー 2階 オールデイダイニング「セリーナ」 洋食バイキング(90分) おとな2名 △ 土曜・日曜・祝日のみ営業　11:30～14:00 (L.O 13:30) 097-533-5427

78 大分県 大分市内 レンブラントホテル大分 フォーリーフガーデン 洋食バイキング おとな2名 〇 月曜定休 097-545-1208

79 宮崎県 宮崎市内 宮崎観光ホテル 食彩健美 一木一草 和食・洋食バイキング おとな2名 〇
営業時間変更 11：30～14：30 (L.O 14:00) ※水曜定休
※終日アルコール提供中止

0985-32-5938

80 鹿児島県 鹿児島市内 鹿児島サンロイヤルホテル カフェレストラン「トリアン」 和食・洋食バイキング おとな2名 △ ハーフバイキングにてご提供 099-253-2020

81 鹿児島県 霧島 黒酢レストラン 黒酢の郷　桷志田
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
おとな2名 〇 0995-55-3231

82 沖縄県 那覇 沖縄ハーバービューホテル ガーデンレストラン「プランタン」 洋食バイキング おとな2名 × 休業中（再開時期については直接お問合せください） 098-853-2119

83 沖縄県 那覇 ホテル日航アリビラ カジュアルブッフェ「ハナハナ」 寿司・天ぷら＆カジュアルバイキング
おとな２名または

おとな1名+小学生1名
〇 ※終日アルコール提供中止 098-982-9111

84 沖縄県 名護 オキナワ マリオット リゾート＆スパ QWACHI（クワッチ）
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）

おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 0980-51-1011

85 沖縄県 宜野湾 ラグナガーデンホテル 「和琉ダイニング あんのん」 和食バイキング おとな2名 〇 ※終日アルコール提供中止 098-897-2121

86 沖縄県 宜野湾 ラグナガーデンホテル 「レストラン パセオガーデン」 洋食バイキング おとな2名 〇 平日の営業時間変更　11:30～14:00　※終日アルコール提供中止 098-897-2121

【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、休業期間の延長や急遽の臨時休業等が発生する場合がございます。

また「蔓延防止対策」によりアルコール類の提供が中止されている場合がございますので、ご利用の際はお客様ご自身におかれましても、レストラン施設へ事前にご確認をお願いいたします。


