プレミアム エグゼクティブ ダイニング店舗一覧
●コース料金は税込価格です。別途サービス料、席料等がかかる場合があります。
●優待適用日、諸条件などがございます。ご予約の際に必ずウェブページをご参照ください。
●店舗の詳細情報（コース名、金額など）は予告なく変更されることがあります。ご予約の都度、最新情報をご確認ください。
ご予約・お問い合わせはプレミアム専用デスクまで 電話番号 0120-057-024 24時間／年中無休
プラン区分 ☆：プレミアムカード会員様限定プラン 空欄：全会員様ご利用可能プラン

都道府
北海道

エリア
札幌

帯広
函館

宮城

東京

仙台

銀座・有楽
町・日比谷

店舗名
風香

2022年8月16日現在

住所
ﾌﾟﾗﾝ区分 料理ジャンル
北海道札幌市中央区大通西16-2-4 メゾンエクレーレ
懐石・割烹
近代美術館 2F

コース名

料金（税込）

優待適用時間

優待除外日

飛鳥

10,000 17:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

RISTORANTE CANOFILO

北海道札幌市中央区南2条西1 アスカビル2F

イタリアン

Menu Cコース

13,200 11:30〜13:30（L.O.）／18:00〜20:30（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時

aki nagao

北海道札幌市中央区南3条西3-3 Ｇ DINING
SAPPORO1F

フレンチ

シェフおまかせコース

24,200 17:30〜19:30（L.O.）

ゴールデンウイーク、お盆、クリスマス期間、年末年始

TATEOKA TAKESHI

北海道札幌市中央区南3条西2 KT3条ビル1F

フレンチ

18,000円コース

18,000 18:00〜20:00

年末年始

teatro di massa

北海道札幌市中央区南3条西8-7 大洋ビル 2F

イタリアン

進化・発展

11,000

スペイン料理と鉄板焼 BOQUERIA

北海道札幌市中央区南3条西7-7-4 しゃみ靴店 2F

洋食その他

ボケリア・スペシャルコース

マグロ料理専門店 鮪や にばんめ

北海道札幌市中央区南3条西5-14 三条美松ビル3F

☆

和食その他

にばんめコース

中国料理 月下翁

北海道札幌市中央区南3条西3-3 Gダイニングビル
B1F

☆

中華

ふぐ料理専門店 ふく処 信剣

北海道札幌市中央区南6条西3 秋水ビル3F

☆

和食その他

ふぐ・すっぽん・はも料理 文太郎

北海道札幌市中央区南4条西3 第三グリーンビル4F

☆

和食その他

12:00〜13:00（L.O.）／17:30〜20:00（L.O.）
※月・水曜のみ17:30〜20:00（L.O.）

8,800 18:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時など
金・土曜、祝前日、ゴールデンウィーク、クリスマス期
間、年末年始

19,800 17:00〜23:00（L.O.22:00）

ゴールデンウイーク

優待特別コース

13,000 18:00〜22:00（L.O.20:00）

年末年始

信剣上段コース

16,500 16:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、繁忙期（11月〜2月）

天然すっぽんコース

18,000 17:00〜21:00（L.O.）

12月〜4月、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

ふぐ禄コース

20,000 17:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

黒毛和牛牛しゃぶしゃぶコース

10,000 17:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

ル・ジャンティオム

北海道札幌市中央区南4条西8 サンプラーザ札幌1F

フレンチ

シェフのおまかせコース

11,000 11:30〜14:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、12月の土曜、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時

寿司 しくら

北海道札幌市中央区南4条西4-7 松岡ビル B1F

寿司

しくら特上コース

11,000 17:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、貸切時

きょうど料理亭 杉ノ目

北海道札幌市中央区南五条西5

和食その他

季節の特別会席（カウンター席）

33,000 17:00〜22:00（L.O.）

雪まつり期間

季節の特別会席（個室）

33,000 17:00〜22:00（L.O.）

雪まつり期間

11,000 18:00〜20:30（L.O.）

てんぷら膳

北海道札幌市中央区南4条西3 第32桂和ビル4F

天ぷら

膳〜Zen〜

味処 まつ田

北海道札幌市中央区南五条西5 モモヤビル2Ｆ

和食その他

季節のおまかせコース

料理屋 botan

北海道札幌市中央区南7条西3-7-29 APOLLO BLD
2F

TAKU円山

北海道札幌市中央区北1条西27-1-7

蔵戸

北海道帯広市東4条南13-13-1

☆

9,900 18:00〜21:00（L.O.）

イタリアン

シェフおまかせコース

11,000 18:00〜20:00（L.O.）

和食その他

華コース

12,760

和食その他

特別コース

16,500 17:30〜20:00（L.O.）

11:30〜13:30（L.O.）／18:00（最終入店）
※木曜のみ18:00（最終入店）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
年末年始
土曜、年末年始
年末年始
12月、ゴールデンウィーク

酒肴菜友 じょっぱり

北海道函館市杉並町20-1

和食その他

おまかせコース

11,000 17:30〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

パノラマビューレストラングランポルト函館

北海道函館市松風町2-8 大門ビル7F

フレンチ

グランポルトセレクト北海道堪能コース

10,000 17:00〜20:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

シェフのおもてなし 北海道贅沢コース

15,000 17:00〜20:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

Veggie by Y

宮城県仙台市青葉区中央4-9-7 井上ビル 2F

松竹膳處

宮城県仙台市青葉区大町2-10-23 グランビュー大町
1F

大町 二代目 幸五郎

宮城県仙台市青葉区大町2-8-1

☆

☆

イタリアン

シェフのおまかせコース

11,000 17:30〜19:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

懐石・割烹

老松（おいまつ）

11,000 17:30〜21:00（L.O.）

年末年始、イベント開催時

肉・鉄板焼き

贅沢焼コース

11,000 17:00〜22:00（L.O.）

年末年始、イベント開催時

鍋すき醤油コース

11,000 17:00〜22:00（L.O.）

年末年始、イベント開催時

Wine Bar Bonne Place

宮城県仙台市青葉区一番町4-3-11 2M4・3ビル1F

☆

バー

シェフおまかせコース

13,200 18:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

フレンチレストラン LA・PAIX

宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビルB1F

☆

フレンチ

［余韻］〜yoin〜コース

13,200 18:00〜20:30（L.O.）

クリスマス期間

リストランテ イル ミラマーレ

宮城県仙台市青葉区一番町3-1-16 PARM-CITY131
ビル3F

☆

イタリアン

イタリアーノスペシャリテ

16,874 17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

グランデミラマーレコース

19,800 17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

鉄板ダイニング譽 定禅寺通り店

宮城県仙台市青葉区春日町1-5 SKビル4F

☆

肉・鉄板焼き

極上豪華コース

16,500 17:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時など

☆

中華

シェフズシグネチャーディナー

28,522 18:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、旧正月、特別催事期間

☆

肉・鉄板焼き

Prix-Fixe （プリフィクス） 5 Dinner Course

18,696 18:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、特別催事期間

HEI FUNG TERRACE
Peter

東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京
2F
東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京
24F
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都道府

エリア

店舗名

住所

ﾌﾟﾗﾝ区分

料理ジャンル

コース名

料金（税込）

優待適用時間
17:30〜20:00（L.O.）
19,643 ※日・祝日のみ17:30〜19:00（L.O.）
※店舗の都合により変更となる場合があります

サバティーニ・ディ・フィレンツェ東京店

東京都千代田区有楽町2-2-3 ヒューリックスクエア
東京3F

イタリアン

旬の食材を活かした季節のお薦めディナー
「バルディコース」

AL KENTRE

東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビル10F

イタリアン

ヘルスフル・イタリアンコース

BEIGE ALAIN DUCASSE TOKYO

東京都中央区銀座3-5-3 シャネル銀座ビルディング
10F

フレンチ

ムニュ シェフ

26,000 18:00〜20:30（L.O.）
22,000 17:00〜21:00（L.O.）

☆

8,900 18:00〜19:00（最終入店）

優待除外日
クリスマス期間、年末年始、イベント開催時
ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時
定休日（月・火曜）、クリスマス期間、年末年始､貸し切
り、イベント開催時
※変更になる場合がありますのでご予約時にご確認
ください。
日曜、12月の金曜、ゴールデンウィーク、クリスマス期
間、年末年始

CHINESE CUISINE SON

東京都中央区銀座6-8-3 銀座尾張町TOWER9F

中華

料理長特選 20,000円コース

Georges un cinq

東京都中央区銀座2-8-17 ハビウル銀座Ⅱ 3F

フレンチ

18,000円コース（ランチ）

19,800 11:30〜13:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

18,000円コース（ディナー）

19,800 18:00〜20:00（L.O.）

日曜、クリスマス期間、年末年始

GINZA kansei

東京都中央区銀座7-12-1 藤高ビル2F・3F

フレンチ

シェフにすべておまかせコース

27,500 12:00〜14:00（L.O.）／18:00〜19:00（L.O.）

GINZA 豉 KUKI

東京都中央区銀座5-9-16 GINZA-A5 4F

懐石・割烹

季節のコース

13,200

INOLTRE

東京都中央区銀座5-4-15 西五ビル5F

イタリアン

シェフのおまかせコース

JWC 2nd Avenue GINZA

東京都中央区銀座2-7-7 GINZA 2nd Ave,1-B 2F

バー

10,000円コース

11,000 18:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、年末年始

L'enfant coeur et coeur

東京都中央区銀座7-2-8 高谷銀座ビル6F

フレンチ

Menu Special（ムニュ スペシャル）

22,000 12:00〜12:30（L.O.）／18:00〜19:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

l'Odorante par MinoruNakijin

東京都中央区銀座7-7-19 ニューセンタービルB1F

フレンチ

Menu Special

19,800 18:30〜19:00（L.O.）

夏季休暇、クリスマス期間、年末年始、イベント開催
時

tcc GINZAの洋食

東京都中央区銀座5-9-1 銀座幸ビル 3F

洋食その他

厳選食材コース

12,000 17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間

tcc 炉窯炭火焼 Steak

東京都中央区銀座5-9-1 銀座幸ビル 4F

肉・鉄板焼き

厳選黒毛和牛サーロイン・リブロースコース

16,500 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間

THE GRAND 47

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F（THE
GRAND GINZA内）

フレンチ

12,000円コース

13,200 12:00〜16:00（L.O.14:00）／17:30〜22:00（L.O.19:00） クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

Vin de Rêve

東京都中央区銀座1-20-1 オーキッド銀座1F

フレンチ

Vin de Reve スペシャルコース

ジャッジョーロ銀座

東京都中央区銀座7-10-5 ジ オーブ ルミナス B1F

イタリアン

シェフのおまかせコース

レストラン ペリニィヨン

東京都中央区銀座1-10-19 銀座一ビルヂング 2F

フレンチ

Perignon（ペリニィヨン）

17,600 11:30〜13:00（L.O.）

クリスマス期間

Perignon（ペリニィヨン）

17,600 17:30〜19:00（L.O.）

クリスマス期間

イタリアン

プラチナフルコース

11,000

フレンチ

季節のコース

12,000 12:00〜15:00（最終入店）／16:00〜22:00（最終入店） クリスマス期間、イベント開催時

和食その他

黒尊コース

☆

17:30〜20:00（L.O.）
※土曜のみ17:00〜20:00（L.O.）

7,700 18:00〜20:00（L.O.）

9,800 17:00〜20:00（L.O.）
11,000 17:30〜21:30（L.O.19:30）

東京都中央区銀座8-8-8 GINZA888ビル B1F

銀座 すゞ木

東京都中央区銀座7-3-16 東五ビル2F

銀座 黒尊

東京都中央区銀座7-3-15 ぜん屋ビル B1F

銀座 聖藍

東京都中央区銀座6-9-14 方圓ビル2F

懐石・割烹

月替わりコース

22,000 17:00〜20:00（L.O.）

銀座 泉

東京都中央区銀座7-5-4 ラヴィアーレ銀座ビル B1F

和食その他

すっぽんコース

14,000

銀座 創作料理 櫻

東京都中央区銀座7-6-11 ミクニ銀座7ビル2F

和食その他

増田牛のコース

銀座 穂の河

東京都中央区銀座6-3-11 西銀座ビル 6F

懐石・割烹

☆

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始

金・土曜、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末
年始
夏季休暇（2022／7／1〜2）、クリスマス期間、年末年
始、その他当店の指定日

11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜21:00（L.O.）
※土曜のみ11:30〜14:00（L.O.）／18:00〜21:00（L.O.）
クリスマス期間
※日・祝日のみ11:30〜14:00（L.O.）／18:00〜19:30
（L.O.）

銀座 イタリアン Fabi's

☆

ゴールデンウィーク、年末年始、イベント開催時
年末年始

9,900 18:00〜21:00（L.O.)

18:00〜22:00（L.O.）
※2時間半制となります
17:00〜21:00（L.O.）
17,380
※土曜のみ17:00〜19:00（L.O.）

なし
年末年始
なし
ゴールデンウイーク、年末年始

会席コース『寿』（ランチ）

22,000 11:30〜12:00（L.O.）

月・火・水・木・金曜

会席コース『寿』（ディナー）

22,000 17:00〜21:00（L.O.）

月・火・水・木・金曜

中華

特別コース

16,500

17:30〜23:00（L.O.22:30）
※土・日・祝日のみ 17:30〜22:00（L.O.21:30）

銀座 芳園

東京都中央区銀座7-8-15 第二新橋会館 6F

銀座エスコフィエ

東京都中央区銀座5-4-15 西五ビル2F

フレンチ

Menu Saison

16,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜20:00（L.O.）

銀座しゃぶ通 好の笹 銀座店

東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート1 12F

和食その他

A5ランク三重県産松阪牛リブロースと南州黒
豚ロースの蒸ししゃぶコース

11,000

銀座つる

東京都中央区銀座7-10-5 The ORB Luminous 2F

懐石・割烹

赤城（しゃぶしゃぶ）

11,000 17:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク

赤城（すきやき）

11,000 17:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク

銀座割烹 里仙

東京都中央区銀座8-18-3 銀座加藤ビル1F

懐石・割烹

地仙コース

16,500 17:30〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、年末年始

天仙コース

22,000 17:30〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、年末年始

江戸前肉割烹 宮下

☆

東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート 12F

和食その他

旬彩コース（すき焼き・小鍋）
旬彩コース（しゃぶしゃぶ・大鍋）

香港料理 盛記 銀座店

東京都中央区銀座7-8-1 銀座梅林ビル6F・7F

☆

中華

プレミアムディナーコース
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17:30〜20:00（L.O.）
※2時間制となります

11:00〜13:00（L.O.）／17:00〜18:00（L.O.）
10,000 ※土・日・祝日のみ11:00〜13:00（L.O.）／16:00〜
18:00（L.O.）
11:00〜13:00（L.O.）／17:00〜18:00（L.O.）
10,000 ※土・日・祝日のみ11:00〜13:00（L.O.）／16:00〜
18:00（L.O.）
12,000 17:30〜18:30（L.O.）

年末年始
クリスマス期間、年末年始、イベント開催
なし

クリスマス期間
クリスマス期間
土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期
間、年末年始、貸切時

都道府

エリア

店舗名

住所

ﾌﾟﾗﾝ区分

料理ジャンル

コース名

優待適用時間

優待除外日

東京都中央区銀座7-16-21 雲ビルB1F

懐石・割烹

豪農会席

11,000 17:00〜19:00（L.O.）

なし

焼鳥 銀座 井

東京都中央区銀座8-7-20 belle銀座IIIビル B1F

和食その他

おまかせ井コース

10,500 18:00／20:30※2部制となります

年末年始
金曜、クリスマス期間

焼肉 強小亭 GINZA

東京都中央区銀座7-12-4 友野本社ビル 1F

☆

肉・鉄板焼き

スペシャルコース

20,000 17:00〜23:00（L.O.21:00）

神戸牛すてーき Ishida. 銀座本店

東京都中央区銀座7-3-8 HULIC&New GINZA7 7F

☆

肉・鉄板焼き

神戸牛コース（サーロイン120g）

19,800 17:00〜17:30（L.O.）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始

粋京

東京都中央区銀座8-3-12 Ginza須賀ビル5F

☆

懐石・割烹

特別コース

22,000 17:00〜18:00（L.O.）

11月〜3月、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年
末年始

中国薬膳料理 星福

東京都中央区銀座6-9-9 かねまつビル6F

☆

中華

仁

16,500

紅蘭コース（Kouran Course）

11,000 17:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

松平特別会席コース

11,000 11:30〜13:30（L.O.）／17:00〜19:30（L.O.）

年末年始

南風楼 XVIN SAIGON BREEZE

東京都中央区銀座5-4-8 カリオカビル 3F

アジア・エスニッ
ク

福井乃喜心 鯖街道

東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート1 12F

懐石・割烹

和食割烹 銀座 ます田

東京都中央区銀座7-13-22 友野ビルB1F

懐石・割烹

花コース

鮨 酒井

東京都中央区銀座8-5-26 ラぺ2ビル 2F

☆

寿司

おまかせコース

厲家菜 銀座

東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 9F

☆

中華

50,000円コース（万物歸一）

尾崎牛焼肉 銀座 ひむか

東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 11F

肉・鉄板焼き

舞コース（ディナー）
檜コース（ランチ）

原宿・青山一
丁目・表参
青山エリュシオンハウス
道・外苑前
IL PINOLO 青山

年末年始

12:00〜14:30（L.O.13:00）／17:30〜22:00（L.O.19:30）
22,000
なし
※月・水曜のみ17:30〜22:00（L.O.19:30）
18:00〜20:00（L.O.）
16,500
土曜、ゴールデンウィーク、年末年始
※土曜のみ18:00〜19:00（L.O.）
11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜18:30（L.O.）
クリスマス期間、年末年始
50,000 ※日・祝日のみ11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜18:00
（L.O.）
14,300 17:00〜23:00（L.O.21:00）

12月の土・日曜

8,800 11:00〜16:00（L.O.14:00

12月の土・日曜

イタリアン

エリュシオンコース

13,200 18:00〜20:00（L.O.）

土曜、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年
始、貸切パーティなど（要問い合わせ）

東京都港区北青山2-7-13 ホテルアラマンダ青山1F

イタリアン

スペチャーレ ディナーコース

11,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜20:30（L.O.）

クリスマス期間、貸切時

フレンチ

シェフおまかせコース12,500円

17:30〜18:30（L.O.）
13,750 ※土・日・祝日のみ
17:30〜18:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時

天ぷら

料理長おまかせてんぷら14,000円コース

14,000 17:00〜19:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

料理長おまかせてんぷら16,000円コース

16,000 17:00〜19:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

料理長おまかせてんぷら20,000円コース

20,000 17:00〜19:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

東京都港区北青山3-10-13

てんぷら 天翔

東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル1F

☆

東京都港区南青山6-7-2 テラアシオス南青山B1F

肉・鉄板焼き

特選和牛コース サーロインコース
特選和牛コース ヒレコース

TERRES DE TRUFFES' TOKYO

東京都港区南青山2-27-6 Reve南青山ビル1F

ラ・ロシェル南青山
丑花
黒毛 WAGYU RESTAURANT HACHI

17:30〜19:30（最終入店）
※土・日・祝日のみ17:30〜19:00（最終入店）

東京都港区赤坂8-2-10

Restaurant REIMS YANAGIDATE

DOMINANT

渋谷・恵比
寿・目黒・代
官山

料金（税込）

豪農 五十嵐邸 銀座

☆

18:00〜22:00（L.O.）
13,200
※土・祝日のみ18:00〜21:00（L.O.）
18:00〜22:00（L.O.）
14,300
※土・祝日のみ18:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始
クリスマス期間、年末年始

洋食その他

シェフのおすすめコース

18,700 11:30〜13:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

東京都港区南青山3-14-23

フレンチ

シェフ特別メニュー

16,500

東京都港区南青山5-4-27 Barbizon B1F

肉・鉄板焼き

「丑花」料理長おまかせ

25,000 12:00〜14:00（L.O.）／18:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

肉・鉄板焼き

生食肉料理を食べつくし＆ヒレステーキと
サーロインステーキもすべてA5黒毛和牛の
スペシャルコース

11,000 17:00〜20:00（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、12月

肉・鉄板焼き

鉄板焼き 青山牛彩コース

11:30〜13:00（L.O）／17:30〜21:00（L.O.）
17,600 ※土・日・祝日のみ11:30〜13:00（L.O）／16:30〜
20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

懐石・割烹

料理長お任せコース

14,300 11:30〜13:00（L.O.）

なし

東京都港区南青山5-4-27 バルビゾンビル104-105

青山 牛彩

東京都港区南青山2-11-11

東郷

東京都港区南青山2-26-32 セイザン14F

☆

18:00〜22:00（L.O.20:00）
※同一グループのご利用は4名様までとなります。

クリスマス期間、年末年始
ゴールデンウィーク、婚礼時、クリスマス期間、年末年
始

■時短営業
17:30〜20:00（L.O.18:00）
■通常営業
クリスマス期間、年末年始、イベント開催日
10,000
17:30〜22:30（L.O.20:30）
※東京都の要請に従い、優待適用時間を変更する場
合がございます。
18:00〜19:00（L.O.）
■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
10,780
ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始
18:00〜19:30（L.O.）
※土・日・祝日のみ17:30〜19:30（L.O.）

ビストロ ブノワ

東京都渋谷区神宮前5-51-8 ラ・ポルト青山10F

フレンチ

プリフィックスコース（8名様以上でのご予約
はシェフのおまかせコースとなります）

雅灯

東京都渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山B1F

懐石・割烹

御優待特別お手頃お試しコース

Angepatio

東京都渋谷区南平台町12-11 アンジェパティオ1F

イタリアン

Elegant Course

10,000 18:00〜19:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

鉄板焼 いちか

東京都渋谷区東2-14-13 leaf east 1Ｆ

肉・鉄板焼き

シェフ厳選コース

■2022年8月21日から下記優待適用時間に変更とな
ります
12:00〜14:30（L.O.13:00）／17:00〜22:00（L.O.20:00）
19,800
クリスマス期間、年末年始
※月曜のみ17:00〜22:00（L.O.20:00）
※土曜のみ17:00〜19:00／19:30〜21:30の2時間2部
制となります

溶岩焼 空雅

東京都渋谷区恵比寿1-6-7 animoebisu 3F

肉・鉄板焼き

空雅コース 松

13,000 17:00〜19:00（L.O.）※2時間制となります

木・金曜

おまかせコース

11:30〜13:30（L.O.）
22,000
※日・祝日のみ17:30〜21:00（L.O.）

月〜金曜のディナータイム、土曜、日・祝日のランチタ
イム、ゴールデンウィーク、年末年始

鮨 天川

東京都渋谷区恵比寿1-25-7 サングラーダ恵比寿1Ｆ

懐石・割烹

3/11

都道府

エリア

新橋・築地・
汐留
新宿・代々
木・大久保

店舗名

ﾌﾟﾗﾝ区分

料理ジャンル

コース名

優待適用時間

優待除外日

バー

butterflyコース

11,000 18:00〜26:00（L.O.）

おでん割烹 ひで

東京都渋谷区円山町15-5

懐石・割烹

10,000円コース

11,000

émuN

東京都渋谷区西原3-11-9 蜂章ビル3F

フレンチ

シェフ笹嶋が贈る渾身のスペシャルコース

19,800 11:30〜12:00（L.O.）／18:00〜19:00（L.O.）

土・日・祝日、クリスマス期間、年末年始

リストランテ シンティッラ

東京都目黒区上目黒2-44-9 クレストモア B1F

桜シーズン、クリスマス期間、年末年始

Restaurant Re:

東京都目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス103

Restaurant Hiromichi

東京都目黒区三田1-12-24 MT3ビル 1F

☆

☆

18:00〜19:30（L.O.）
※土曜のみ18:00〜19:00（L.O.）

イタリアン

シェフのおまかせコース

15,000 17:30〜21:00（L.O.）

フレンチ

10,000円のコース

11,000

フレンチ

Menu Specialité. -スぺシャリテ-

18:00〜21:00（L.O.）
※日曜のみ18:00〜20:00（L.O.）
11:30〜13:00（L.O.）／18:00〜19:00（L.O.）
15,400
※木曜のみ18:00〜19:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
12月、1月

桜シーズン、クリスマス期間、年末年始
土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始

恵比寿 京しずく

東京都目黒区三田1-12-25

懐石・割烹

極上おまかせコース

33,000 17:30〜21:00（L.O.）

鮨 美寿思

東京都港区東新橋1-8-1 カレッタ汐留46F

寿司

美寿思 鮨 会席

16,500 11:00〜13:00（L.O.）／17:00〜20:30（L.O.）

SAKE SAKANA SHUNSAI 今澤 SHINJUKU

東京都新宿区新宿3-32-10 T&Tビル7F

和食その他

料理人特撰 季節のお任せコース 鳳凰（ほう
おう）

9,680 17:00〜19:30（L.O.）

イベント貸切時

chez MACIO 新宿曙橋店

東京都新宿区住吉町9-5 パールホテル 新宿曙橋1F

フレンチ

予約限定特別コース

8,250 17:30〜20:00（L.O.）

年末年始

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

クリスマス期間、年末年始

日本料理 珀也

東京都新宿区神楽坂3-6-22 the room 神楽坂 B1F

懐石・割烹

お任せコース

17:30〜19:30／20:30〜22:30
19,800
※一斉スタートの2時間2部制となります

中国料理 桃里

東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 50F

中華

荷花（ロータス）ランチ

15,000 11:30〜13:00（L.O.）

12月、年始

荷花（ロータス）ディナー

15,000 17:30〜19:30（L.O.）

12月、年始
お盆、クリスマス期間、年末年始

一味真

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ 53F

フレンチ

30,000円コース

33,000 17:30〜18:00（L.O.）

東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル1F

肉・鉄板焼き

2h飲み放題付き【贅沢フルコース】選べる
スープ ／シーフード&ステーキが楽しめる特

13,000 17:00〜20:00（L.O.）

ディナーコース C

BISTRO Bonne Femme

東京都港区赤坂1-3-13

☆

フレンチ

La Scogliera

東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

☆

イタリアン

ズメラルダ湾 コース Costa SMERALDA

9,000 18:00〜20:30（最終入店）
11,000 18:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

金曜
ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始
金・土曜、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末
年始、イベント開催時

黒毛和牛専門店 神戸牛 味鉄

東京都港区赤坂3-14-9 清水ビルB1F

肉・鉄板焼き

御影コース(錦)

18,700 17:30〜23:00（L.O.21:00）

クリスマス期間、年末年始

焼肉しゃぶしゃぶシャンボール

東京都港区赤坂3-15-12 フォーラム赤坂ビルB1F

肉・鉄板焼き

料理長おまかせ焼肉コース

17,600 17:30〜22:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始

シャンボール特製タンしゃぶと黒毛和牛の
しゃぶしゃぶコース

17,600 17:30〜22:00（L.O.）

赤坂 うさぎや

東京都港区赤坂4-3-5 浄土寺内

フレンチ

スタンダードコース

赤坂 ゆうが

東京都港区赤坂2-14-8 山口建設ビル 1F

懐石・割烹

肉割烹コース

かさね

東京都港区赤坂6-16-11 浜ビル B1F

イタリア料理 タベルナ・アイ

東京都文京区関口3-18-4 フェリーチェ目白台 1F

Clima di Toscana

東京都文京区本郷1-28-32-101

☆

☆

豚捨 KITTE丸の内店

東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTEビル 5F

中国料理 頤和園 霞が関店

東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディン
グ3F

醍醐味

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング
5F

アンティカ・オステリア・デル・ポンテ

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビル36F

和膳 いい田

東京都中央区日本橋人形町2-19-7

13,200 17:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始
クリスマス期間、年末年始、イベント開催時
年末年始

懐石・割烹

季節のおすすめコース

16,500 18:00〜19:30（L.O.）

ゴールデンウイーク、年末年始

シェフの特選食材によるおまかせコース

11,000 17:30〜21:30（L.O.）

年末年始

イタリアン

Clima 風土

11,000

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

舞コース（すき焼）

14,300 11:00〜14:30（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年始

舞コース（しゃぶしゃぶ）

14,300 11:00〜14:30（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年始

中華

シェフのスペシャルコース

17:00〜19:30（L.O.）
13,200 ※土・祝日のみ11:00〜13:00（L.O.）／17:00〜20:00
（L.O.）

木・金曜、年末年始
水・木・金曜

肉・鉄板焼き

☆

8,000 18:00〜23:30（L.O.21:30）

イタリアン

Desiderio 熱い想い
東京・日本
橋・丸の内

料金（税込）

東京都渋谷区円山町6-1 三長旧館2F

赤坂・永田
Anchor Point
町・溜池山王

池袋・目白

住所

Lounge BAR Nights

18:00〜20:30（L.O.）
※政府の方針に従い変更となる場合があります
18:00〜20:30（L.O.）
14,300
※政府の方針に従い変更となる場合があります

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

和食その他

料理長おまかせ 取り合わせ

16,500 17:00〜19:00（L.O.）

イタリアン

季節のシェフおすすめディナーコース

32,142

和食その他

久松会席

11,000 12:00〜12:30（L.O.）／17:00〜19:00（L.O.）

年末年始

ゴールデンウィーク、クリスマス期間 、年末年始

17:30〜19:30（L.O.）
※日・祝日のみ17:30〜18:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、フェア時など

Ringraziamento

東京都中央区日本橋小網町9-6 NSTビル B1F

イタリアン

シェフお任せインビートコース

■通常営業時 12:00〜15:00（L.O.13:30）／18:00〜
22:00（L.O.20:00）
※土曜のみ12:00〜15:00（L.O.13:30）
15,280
■時短営業時 12:00〜15:00（L.O.13:30）／18:00〜
21:00（L.O.19:00）
※お酒のご提供は20:00までとなります

ホテルオークラ 中国料理 桃花林 日本橋室
町賓館

東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビ
ルYUITO 3F

中華

『桃』コース

12,800 17:30〜19:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、12月
ゴールデンウィーク、12月

銀座しゃぶ通 好の笹 日本橋店
三重テラスレストラン
chez MACIO

東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビ
ルYUITO 3F
東京都中央区日本橋室町2-4-1浮世小路千疋屋ビ
ル「YUITO ANNEX」 1F
東京都中央区八重洲1-2-6 パールホテル

『椿』コース

16,800 17:30〜19:00（L.O.）

和食その他

A5ランク三重県産松阪牛リブロースと南州黒
豚ロースの蒸ししゃぶコース

11,000

イタリアン

三重の宝

11,000 17:00〜19:00（L.O.）

フレンチ

予約限定特別コース（スペシャルコース）
4/11

17:00〜20:00（L.O.）
※2時間制となります

8,800 17:00〜20:00（L.O.18:00）

なし
土・日・祝日、年末年始
2022／8／2、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始

都道府

エリア

東京その他

店舗名

住所

ﾌﾟﾗﾝ区分

料理ジャンル

コース名

優待除外日

中華

シェフのスペシャルコース

13,200 11:00〜12:30（L.O.）／17:00〜19:30（L.O.）

ゴールデンウイーク

岩本町 髙はし

東京都千代田区岩本町2-5-6 SANYOビル 2F

懐石・割烹

15,000円コース

16,500 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

なし

20,000円コース

22,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

なし

根岸 鮨創作料理 奄美

東京都台東区根岸4-1-29 アルカ2F

寿司

板前おまかせコース

10,000 18:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始

割烹 三州家

東京都墨田区本所4-17-3

懐石・割烹

懐石10品コース

東京都江戸川区南篠崎町3-2-11

懐石・割烹

花会席
口福会席(こうふくかいせき)

活 伊勢海老料理 中納言 東京大森ベルポー
東京都品川区南大井6-26-2 大森ベルポートB館 2F
ト店

RISTORANTE CUM

東京都大田区上池台2-31-11 モダンフォルム上池台
1F

和食その他

☆

イタリアン

19,580 11:00〜22:00（L.O.20:30）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

24,200 11:00〜22:00（L.O.20:30）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

CORSO SPECIALE シェフ特製スペシャル
コース
旬の贅沢ディナーコース

懐石・割烹

いちぼ厳選コース

8,000 17:30〜20:30（L.O.）
11,000 11:30〜14:00（L.O.）／18:00〜20:00（L.O.）

山形牛コース

13,200 17:00〜20:00（Ｌ.O.）※土曜のみ2時間制となります

夏季休暇、クリスマス期間、年末年始

個室でのコースディナー

18,700 17:00〜19:30（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始
年末年始、その他店舗が指定する日
クリスマス期間、年末年始

東京都世田谷区奥沢5-20-11 自由が丘TSビル1Ｆ

和食その他

杜若

Restaurant Au Bon Coin

東京都豊島区雑司が谷2-3-17 ビューロ目白台1F

フレンチ

Menu Dégustation（シェフお任せコースⅡ）

11,000 18:00〜20:30（L.O.）

リストランテ プリミ・バチ

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-21-1 井の頭パークサ
イドビル2F

イタリアン

シグネチャーコース

天麩羅・しゃぶしゃぶ・会席 中津川
半蔵門・虎ノ
C'EST CHOUETTE
門・麹町
飯田橋・四ツ
谷・神楽坂・ 中国飯店 市ヶ谷店
市ヶ谷

中華

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始
夏季休暇、クリスマス期間、年末年始

日本料理 杜若

東京都町田市原町田3-2-9 ベストウェスタン レンブラ
ントホテル 東京町田 3F

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時（7/27〜8/21）

9,240 17:00〜20:00（Ｌ.O.）※土曜のみ2時間制となります

17:30〜19:30（L.O.）
18,000
※土曜のみ18:30〜19:30（L.O.）

中国料理 龍皇

土曜、年末年始

絢爛コース

フレンチ

☆

土曜、年末年始

喝采コース

東京都世田谷区経堂5-30-2

フレンチ

ゴールデンウィーク、年末年始

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

東京都世田谷区成城6-15-21 三幸ビルB1F

☆

11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜19:00(L.O.)
11,000 ※金曜のみ11:30〜14:00（L.O.）
※日・祝日のみ17:00〜19:00(L.O.)
11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜19:00(L.O.)
15,000 ※金曜のみ11:30〜14:00（L.O.）
※日・祝日のみ17:00〜19:00(L.O.)
15,180 11:00〜22:00（L.O.20:30）

いちぼ 成城学園前店

東京都世田谷区成城6-5-34 成城コルティ4F

7,700 11:30〜20:00

招福コース

Quatre-vingt-douze

グランファミーユ シェ松尾 成城コルティ店

浜松町・田
町・芝公園
六本木・麻
布・広尾

優待適用時間

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグランサウス 6F

日本料理 銀扇

品川・五反
田・白金

料金（税込）

頤和園 京橋エドグラン店

9,350 17:00〜20:30（L.O.）

金・土・日曜、祝前日、祝日、桜シーズン、、ゴールデ
ンウイーク、クリスマス期間、年末年始

スペシャルコース 故宮

11:30〜13:00（L.O.）
18,000 ※土・日・祝日のみ11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜
19:30（L.O.）

年始、レストランイベント開催時
クリスマス期間、年末年始、レストランイベント開催時

東京都町田市原町田3-2-9 レンブラントホテル 東京
町田 3F

和食その他

季節の本格会席料理

15,000 11:30〜14:30／17:30〜21:00

東京都千代田区平河町1-5-13 平河町ＵＴビルB1F

フレンチ

Menu B

15,000

東京都千代田区九段北4-1-7九段センタービル B1F

中華

極楽鳥（平日）

7,700 11:30〜14:00（最終入店）

土・日・祝日

極楽鳥（土・日・祝日）

7,700 11:30〜14:00（最終入店）

月・火・水・木・金曜

18:00（L.O.）
クリスマス期間、年末年始
※土・日・祝日のみ11:30〜13:00（L.O.）／18:00（L.O.）

桃花

19,800 17:00〜20:00(最終入店）

フレンチレストラン 九段 プレジール

東京都千代田区九段南3-6-9

フレンチ

シェフおまかせコース

15,000 18:00〜22:30（L.O.21:00）

ワインバール Orso Verde

東京都新宿区愛住町4-1 四谷愛住町ビル2F

イタリアン

13,000円コース

14,300 17:00〜22:30（L.O.）

神楽坂 たんたか

東京都新宿区天神町63-13 神楽坂メゾン1F

懐石・割烹

16,500円会席

16,500 11:30〜13:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

結華楼

東京都新宿区神楽坂3-2 木村屋ビル5F

中華

8,000円コース（シェフのオススメコース）

今彩

東京都新宿区神楽坂6-26-8

白金 鯛良

東京都港区白金台5-11-3 バルビゾン91番館 1F

レストラン マーヴェラス パラディ白金
古川 おもてなし

なし
土曜、桜シーズン、ゴールデンウイーク、クリスマス期
間、年末年始
夏季休暇、クリスマス期間、年末年始、イベント開催
時
ゴールデンウィーク、年末年始

8,800 17:00〜20:00（L.O.）

年末年始

8,800 18:00〜21:00（L.O.）

祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年始

和食その他

今彩コース

寿司

おまかせ

25,000 12:00〜13:30（L.O.）／18:00〜20:30（L.O.）

東京都港区白金6-4-3 マーヴェラスガーデンコート
B1F

フレンチ

おまかせコース

13,200 12:00〜13:00（最終入店）／18:00〜20:00（最終入店） ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始

東京都港区白金6-2-1

懐石・割烹

ももな

11,000 12:00〜13:30（最終入店）／17:00〜22:00（最終入店） なし

なのは

16,500 12:00〜13:30（最終入店）／17:00〜22:00（最終入店） なし

☆

なし

Restaurant Perfumes

東京都品川区東五反田4-7-29 NKビル1F

フレンチ

ムニュ・オートクチュール

14,300 11:30〜14:00（L.O.）／17:30〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

オーシャンディッシュ Q'on クオン

東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦 14F

フレンチ

特別コース

13,200 17:00〜22:00（L.O.19:30）

花火大会開催期間、クリスマス期間、イベント開催時

Cot

東京都港区西麻布3-17-22 モダンフォルム西麻布
B1F

One Garden 西麻布店

東京都港区西麻布3-17-29 富士見坂プレイス2F

あわびの源太

東京都港区西麻布4-11-28 麻布エンパイアマンショ
ン1F

☆

☆

シェフのおまかせコース

和食その他

天然鮑トリュフ焼き&A5黒毛和牛フォアグラス
テーキ&天然伊勢海老うに焼〆は名物鯛めし

22,000 18:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年始

和食その他

特選あわび懐石

22,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

5/11

8,800 18:00〜21:00（L.O.）

12月、ゴールデンウィーク、年始（1月1日〜5日）、イベ
ント開催時、そのほか混雑日

フレンチ

都道府

エリア

店舗名

料理ジャンル

コース名

優待除外日

15,000 12:00〜13:00（L.O.）／17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間

重慶飯店 麻布賓館

東京都港区西麻布3-2-34 西麻布ヒルズ1F

中華

重慶コース（ランチ）

23,000 11:30〜15:00（L.O.13:00）

年末年始、イベント開催時など

重慶コース（ディナー）

23,214 17:30〜22:00（L.O.20:00）

年末年始、イベント開催時など

西麻布 香宮

東京都港区西麻布3-13-10 パークサイド セピア 2F

中華

Chefのお薦めスペシャルコース

28,000

鉄板焼 馨

東京都港区西麻布4-11-14 FLEG西麻布 B1Ｆ

肉・鉄板焼き

雅「MIYABI」鉄板焼コース

Jean-Georges Tokyo

東京都港区六本木6-12-4 六本木ヒルズ けやき坂通
り 1F

☆

フレンチ

Tasting J

R1 TOKYO Bar＆Restaurant

東京都港区六本木6-2-6 GEMS六本木 1F・2F

☆

イタリアン

ディナーコースメニュー 11,000円

にく稲

東京都港区六本木3-17-2 MF六本木3F

肉・鉄板焼き

「彩」

ふぐ 利俊

東京都港区六本木3-14-14 VORT六本木カレイド 8F

和食その他

ふぐ 大判焼き 利俊コース

13,200 17:00〜21:00（L.O.）

年始

リストランテ オステリア

東京都港区六本木6-6-9 ピラミデビル3F

イタリアン

季節限定特選コース

16,500 17:30〜19:30（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

花郷 六本木店

東京都港区六本木4-2-35 アーバンスタイル六本木
三河台1F

肉・鉄板焼き

京会席 京（みやこ）

27,500 17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

御所（ごしょ）

33,000 17:30〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

鮨四

東京都港区六本木3-13-14 ゴトウビルディング3rd 3F

鉄板焼 蘭麻

東京都港区東麻布1-18-5

NUAGE ET VENT

東京都港区麻布十番1-9-3

東京都港区麻布十番1-9-2 ユニマット麻布十番ビル
5F
東京都港区麻布十番2-14-4 エタニティ―麻布十番
B1F

☆

☆

☆

☆

東京都港区麻布十番1-6-7 FIプラザビル1F

18:00／20:30
クリスマス期間、年末年始
※一斉スタートの2時間半制となります
12:00〜15:00（L.O.13:00）／17:00〜19:00（最終入店）
※2時間制となります
22,000
夏季休暇、クリスマス期間、年末年始
※土曜のみ17:00〜19:00／19:30〜21:30※2時間2部
制となります
11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜20:30（L.O.）
17,000
クリスマス期間
※2時間半制となります

11,000 17:00〜21:00（L.O.）
9,900 17:00〜18:00（L.O.）※2時間制となります。

懐石・割烹

大将おまかせにぎりコース

13,000

肉・鉄板焼き

本日の一品・伊勢海老・極上黒毛和牛コース

20,000

和食その他

5月料理コース

30,800

8月料理コース

27,500

9月料理コース

29,700

通常営業時
18:00〜20:00／20:30〜22:30※2時間2部制となります
時短営業時
18:00〜21:00（L.O.）※2時間制となります
18:00〜19:00（L.O.）
※土・日曜、繁忙日のみ18:00〜20:00（L.O.）
18:30（L.O.）※一斉スタートの2時間半制となります
※金曜のみ17:30〜20:00／20:30〜23:00※一斉ス
タートの2時間半2部制となります。
18:30（L.O.）※一斉スタートの2時間半制となります
※金曜のみ17:30〜20:00／20:30〜23:00※一斉ス
タートの2時間半2部制となります。
■2022年9月1日から下記内容に変更となります。
17:30〜20:00／20:30〜23:00※一斉スタートの2時間
半2部制となります。
18:30（L.O.）※一斉スタートの2時間半制となります
※金曜のみ17:30〜20:00／20:30〜23:00※一斉ス
タートの2時間半2部制となります。
■2022年9月1日から下記内容に変更となります。
17:30〜20:00／20:30〜23:00※一斉スタートの2時間
半2部制となります。
11:30〜15:00（L.O.14:00）／18:00〜23:00（L.O.21:00）
※土・祝日のみ18:00〜23:00（L.O.21:00）

クリスマス期間
土・日曜、クリスマス期間

ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間
クリスマス期間
クリスマス期間

クリスマス期間

クリスマス期間

中華

Shi-Fanコース

12,000

フレンチ

季節のコレクション

16,500 18:00〜19:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始
クリスマス期間、年末年始

懐石・割烹

梅コース

13,200 17:30〜21:00（L.O.）※2時間制となります

なし

竹コース

16,500 17:30〜21:00（L.O.）※2時間制となります

なし

松コース

19,800 17:30〜21:00（L.O.）※2時間制となります

なし
クリスマス期間、年末年始

麻布Lasen

東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT 5F・6F

フレンチ

シェフのお薦めコース

11,000 12:00〜13:30（L.O.）／18:00〜19:30（L.O.）

宮川町 水簾 東京ミッドタウン店

東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ガレリア内
ガーデンテラス 3F

懐石・割烹

おまかせ 初め

11,000 17:00〜19:00（L.O.）

年末年始

おまかせ 中

16,500 17:00〜19:00（L.O.）

年末年始

ヴェッキオアルベロ

茨城県水戸市笠原町887-24

イタリアン

シェフお任せスペシャリテコース

11,000 18:00〜20:00※最終入店19:00

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

お肉のおいしいレストラン 夢浪漫

茨城県水戸市姫子2-767-2

肉・鉄板焼き

プレミアコース

13,200 17:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

和食その他

料理長特別会席

13,500 17:00〜20:30（L.O.20:00）

年末年始、イベント開催時など

フレンチ

ディナーコース

13,500 17:30〜20:30（L.O.）

イタリアン

Freccia（フレッチャ）

栃木

宇都宮

日本料理 簾

群馬

前橋

SHIROIYA the RESTAURANT

栃木県宇都宮市本町5-12 宇都宮東武ホテルグラン
デ 2F
群馬県前橋市本町2-2-15 SHIROIYA HOTEL ヘリ
テージタワー 1F

BAR AND GRILL CENTO

群馬県前橋市下小出町2-54-6

焼肉 喰心

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-17 パインズビル 1F

エグリーズ ドゥ 葉山庵

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3-262 セントパル
ク教会

肉割烹 喰心

埼玉県さいたま市大宮区仲町1-97-1 吉建ビル B1F

季節のコース
さいたま

優待適用時間

Course-HIDEYOSHI

創作和食 ふくろう

埼玉

料金（税込）

和食その他

釜津田

水戸

ﾌﾟﾗﾝ区分

東京都港区西麻布1-1-1 EDGEビル1F

Shi-Fan 〜シーファン〜

茨城

住所

ロベリスク。

☆

肉・鉄板焼き

☆

3,400 11:30〜13:30（L.O.）
6,000 18:00〜20:30（L.O.）

焼肉ハレの日記念日プラン

10,000 17:00〜21:00（L.O.）

フレンチ

プレミアムメニュー

22,000 17:30〜19:00（L.O.）

肉・鉄板焼き

黒毛和牛 雌牛 サーロインと赤身ステーキ
の食べ比べコース

11,000

6/11

17:00〜21:00（L.O.）
※土曜のみ16:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時
ゴールデンウィーク、夏季休業時、クリスマス期間、年
末年始、研修期間
ゴールデンウィーク、夏季休業時、クリスマス期間、年
末年始、研修期間
金・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期
間、年末年始
ゴールデンウィーク、クリスマス期間、イベント開催時
金曜、クリスマス期間、年末年始

都道府

千葉

エリア

chez MACIO 上尾店

千葉
船橋

神奈川

店舗名

上尾

横浜

コース名

料金（税込）

優待適用時間

優待除外日

8,250 11:00〜13:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

IL PINOLO LEVITA

千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店10Ｆ

イタリアン

千産千消スペシャルコース

7,000 17:00〜21:00（L.O.19:00）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始、貸
切時など

Pizzeria347 船橋 by il pinolo

千葉県船橋市本町7-10-2 ユニマットガーデンスクエ
ア 2F

イタリアン

Special course

7,000 11:00〜18:00（L.O.）

クリスマス期間

牛-GYU-

千葉県船橋市本町1-11-25 LEO伍拾四番館 2F

肉・鉄板焼き

牛Sコース

15,400 17:00〜21:00（L.O.）

金・土曜、クリスマス期間

焼肉 琉宮苑

千葉県船橋市本町7-10-2 ユニマットガーデンスクエ
ア 3F

肉・鉄板焼き

乾杯スパークリング付き和牛堪能コース

10,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

IL PINOLO SKYTERRACE

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜10F

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時など

RISPETTO

長野

料理ジャンル

予約限定特別コース

RISTORANTE UMIRIA

山梨

ﾌﾟﾗﾝ区分

フレンチ

LEONE MARCIANO

鎌倉

住所
埼玉県上尾市小敷谷291-5

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 みなとみら
いグランドセントラルテラス1F
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 グランドセン
トラルタワー2F
神奈川県横浜市西区戸部本町39-8 ストークビル高
島1F

イタリアン

イル ピノーロ スペシャルディナーコース

11,000 17:00〜19:30（L.O.）

イタリアン

シェフ・パオロのお勧めコース

12,000 17:30〜19:00（L.O.）

イタリアン

横浜コース

イタリアン

7,700 11:30〜13:30（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始
土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始、イベント開催時
土曜、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年
始、イベント開催時

ウミリアコース

11,000 18:00〜22:00（L.O.20:00）

Degustazione

14,300 18:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間

RISPETTO

19,800 18:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間

オールデイブッフェ「コンパス」

神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ 2F

☆

洋食その他

オーダーブッフェ （平日ディナーブッフェ）

フレンチ「ベイ・ビュー」

神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ 28F

☆

フレンチ

Special Menu

サブゼロ

神奈川県横浜市中区海岸通1-1 大桟橋客船ターミナ
ル2F

イタリアン

SUBZERO LUNCH B COURSE

8,300 17:30〜21:30
17,000 17:30〜20:00（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、正
月期間、特別営業日
ゴールデンウィーク、クリスマス期間、正月期間、特別
営業日、3月1日〜31日

7,150 11:30〜15:00（最終入店13:00）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始、花火大会などのイベント開催時

SUBZERO DINNER COURSE

15,400 17:30〜22:00（最終入店20:00）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始、花火大会などのイベント開催時

16,500 11:00〜15:00（L.O.13:30）／17:00〜21:30（L.O.19:30） 貸切時

廣東飯店

神奈川県横浜市中区山下町144

☆

中華

15,000円コース

Gentillesse KOMACHI

神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町3-7 内田ビル1F

☆

フレンチ

Cコース
Anniversario chef's

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年始、イベント
開催時、貸切時
ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
12:00〜13:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
11,000
※日曜のみ12:00〜13:00（L.O.）／17:00〜19:00（L.O.） ント開催時
10,450 17:00〜18:00（L.O.）

SEMPLICE 鎌倉大船店

神奈川県鎌倉市大船2-19-35

イタリアン

鎌倉 遊ヶ崎

神奈川県鎌倉市大船2-21-11

懐石・割烹

特別懐石料理 B

22,000 17:30〜19:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、年末年始

小田原

和房鉄板 榛

神奈川県小田原市栄町2-1-20 プラザリズ B1F

☆

和食その他

懐石コース はしばみ

16,500 17:00〜20:30（L.O.）

なし

藤沢

wagyu sous vide

神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-15 イマジンビルⅡ 3F

☆

肉・鉄板焼き

希少銘柄「高森和牛」のプレミアムステーキ
コース

8,250 17:00〜21:30（L.O.）

貸切時
年末年始

甲府

軽井沢

石川

金沢

静岡

静岡

御殿場

和食 あかざわ

山梨県甲府市宝2-19-4

☆

懐石・割烹

あかざわスペシャル

17:30〜20:00（L.O.）
9,680 ※土・日曜のみ11:00〜12:00（L.O.）／17:30〜20:00
（L.O.）

旨味LABO 子いづみ

山梨県甲府市飯田4-1-4 伊津美 2F

☆

和食その他

フルコース「想〜omoi〜」

8,800

レストラン 桂姫

長野県北佐久郡軽井沢町1323-980 旧軽井沢ホテル
音羽ノ森 本館1F

フレンチ

40周年記念ランチ

6,000 11:30〜14:00（L.O.）

和風中華 招龍亭

17:00〜19:00（L.O.）
クリスマス期間、年末年始
※水曜のみ11:00〜12:00（L.O.）／17:00〜19:00（L.O.）
ゴールデンウィーク、夏季休暇（8月）、クリスマス期
間、年末年始
ゴールデンウィーク、夏季休暇（8月）、クリスマス期
間、年末年始

40周年記念ディナー

12,000 17:30〜19:30（L.O.）
11:30〜14:30（L.O.）／17:00〜19:30（L.O.）
19,800 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
11:30〜14:30（L.O.）／17:00〜20:30（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始

石川県金沢市西念3-5-35

中華

玉龍コース

広東名菜・香港飲茶 菜香樓 新館

石川県金沢市駅西新町2-8-15

中華

麒麟コース（キリン）

16,500 11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

なし

割烹 辻

静岡県静岡市葵区呉服町2-7-10

懐石・割烹

懐石コース15,000円

16,500 17:30〜20:00（L.O.）

年末年始

季節料理 成

静岡県静岡市葵区両替町2-4-9 フィエスタ両替町 5F

和食その他

贅沢素材の懐石料理コース

入船鮨 両替町店

静岡県静岡市葵区両替町2-7-10

寿司

おまかせ極

8,800 17:30〜20:00（L.O.）
16,500 17:00〜20:00（L.O.）

忘年会シーズン、貸切時
年末年始

cucina IL PONTE Kaji

静岡県静岡市葵区常盤町1-8-2 アスピスⅡ 2F

イタリアン

おまかせ10,000円

10,000 17:00〜24:00（L.O.）

クリスマス期間、イベント開催時、貸切時

炭火焼 角鹿

静岡県静岡市葵区常磐町2-2-1 ライブネット青葉ビ
ル 10F

肉・鉄板焼き

本日のお任せコース8品

11,000 18:00〜20:30（L.O.）

年末年始

肉割烹 巳峯

静岡県静岡市葵区常磐町1-8-2 アスピスⅡ 2Ｆ

肉・鉄板焼き

おひとり様8,800円（税込）コース

料理 樹

静岡県静岡市葵区紺屋町13-6

懐石・割烹

旬菜コース10,000円

11,000 17:30〜21:30（L.O.）

金・土曜、忘年会シーズン（12月）、貸切時

La Avenir

静岡県静岡市駿河区登呂5-19-38

フレンチ

料理長特撰コース

11,000 17:30〜19:00（L.O.）

ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始、婚
礼時、イベント開催時

鮨 川澄

静岡県静岡市清水区入船町13-15 エスパルスドリー
ムプラザ 清水すし横丁内

寿司

おまかせ極

16,500 16:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始

富士山溶岩焼肉 あぶり

静岡県御殿場市新橋1941-1 1F

肉・鉄板焼き

特選和牛、黒タン、肉の王様ヒレ肉堪能［花、
つき］コース

11,000 17:00〜20:30（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始、貸切時、繁忙期（8／5〜22）

☆

7/11

8,800 18:00〜22:00（Ｌ.Ｏ.）

金・土・祝日、貸切時

都道府

エリア
沼津

愛知

店舗名

住所

ﾌﾟﾗﾝ区分

料理ジャンル

コース名

静岡県沼津市上香貫東本郷町1838

和食その他

欅（けやき）

12,100

富士甲羅本店八宏園

静岡県富士市青葉町530

和食その他

欅（けやき）

12,100

優待適用時間
11:00〜14:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
※土・日曜のみ11:00〜20:00（L.O.）

優待除外日
ゴールデンウイーク、お盆、年末年始

11:00〜14:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
※土・日・祝日のみ11:00（L.O.）／13:00〜15:00（L.O.）
ゴールデンウィーク、お盆、年末年始
／17:00、19:00（L.O.）※ディナータイムは2部制です。
入店時間は17:00、19:00からお選びください

熱海

LEONE9

静岡県熱海市田原本町2-11 マリーンライフ201

☆

イタリアン

季節のおまかせ15,000円

16,500 17:30〜20:00（L.O.）

浜松

くずし 之助

静岡県浜松市中区千歳町39 39ビル 1F

☆

懐石・割烹

料理長おまかせ

16,500 17:00〜21:00（L.O.)

名古屋

味樹園 名駅三丁目店

愛知県名古屋市中村区名駅3-17-33

肉・鉄板焼き

最高級和牛ヒレ肉とうにいくら飯を食す、限定
極コース

ILBEIGE

愛知県名古屋市西区牛島町6-24 アクロスキューブ
名古屋 8F

イタリアン

17,000円（税抜・サ込）コース

18,700 17:30〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、ウエ
ディングイベント開催時
クリスマス期間、年末年始、ウエディングイベント開催
時

愛知県名古屋市中区丸の内3-20-22

フレンチ

Concept-03

くずし割烹 CHRONOS

愛知県名古屋市中区丸の内3-15-5 RS丸の内三丁
目ビル 2F

懐石・割烹

四季の味わいコース

10,000 17:30〜19:00（L.O.）

夏季休暇、年末年始

和心洋才 こころ

愛知県名古屋市中区丸の内1-4-29 愛協ビル 1F

懐石・割烹

15,000円特別コース

16,500 18:00〜21:00（L.O.）

年末年始

黒毛和牛焼肉 Serge源's 錦店4階

愛知県名古屋市中区錦3-11-26 ジリオンビル錦 4Ｆ

肉・鉄板焼き

究極の和牛の夢の競演 あか牛VS平井牛焼
肉コース

16,500 17:00〜22:00（L.O.）

お盆、クリスマス期間、年末年始

会席コース

17:00〜21:00（L.O.）
16,500 ※木・金・土曜のみ17:00〜19:00／19:30〜21:30※2
時間2部制となります

ゴールデンウイーク、お盆、クリスマス期間、年末年始

鮨・日本料理 Serge源's 錦店5階

愛知県名古屋市中区錦3-11-26

☆

寿司

ゴールデンウィーク、夏季休暇、クリスマス期間、年末
14,500 11:30〜13:30（L.O.）／18:00〜20:30（L.O.）
年始、イベント開催時
17:00〜21:00（L.O.19:00）※お酒のご提供は20:00まで ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
11,000
となります。
ント開催時など
ゴールデンウイーク、クリスマス期間、年末年始、特
20,455 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）
別催事期間

Bel Cielo

愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルヂング
B1F

イタリアン

CENA Bコース（チェーナ ビーコース）

ガス燈

愛知県名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル8F

和食その他

Raffino（和洋折衷）

レストラン ロワール

愛知県名古屋市中区栄4-6-8 名古屋東急ホテル2F

フレンチ

ヴォート・ル ・ボヤージュ

La TRILOGIE

愛知県名古屋市中区千代田5-11-33 ST PLAZA
TSURUMAI B1F

フレンチ

季節の食材を使ったシェフおまかせコース

16,500 11:30〜14:00（L.O.）／17:30〜21:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

龍太楼

愛知県名古屋市中区千代田5-17-19

寿司

龍太楼特別鮨会席

16,500 17:00〜24:00※日曜のみ17:00〜22:00

年末年始

ルコネッサンス

愛知県名古屋市中区大井町1-24 ヴィークタワー名古
屋東別院1F

フレンチ

15,000円コース

11:30〜13:00（L.O.）／18:00〜19:00（L.O.）
16,500 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
11:30〜12:30（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

土・祝日、3月、クリスマス期間、年末年始、イベント開
催時

かなやま

愛知県名古屋市千種区池下1-8-14 加賀ビル1F

懐石・割烹

☆

季節のおまかせコース（ランチ）

4,400 11:30〜13:00（L.O.）
11,000 18:00〜21:00（L.O.）

夏季休暇（2022／8／15〜17、8／18のランチタイム
は臨時休業）、年末年始
夏季休暇（2022／8／15〜17、8／18のランチタイム
は臨時休業）、年末年始

創意和食 野むら

愛知県名古屋市千種区四谷通3-23-3

懐石・割烹

会席 煌（きらめき）

17:30〜20:00（L.O.）
8,000 ※土・日・祝日のみ11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜
20:00（L.O.）

12月、1月、イベント開催時

Ristorante EST

愛知県名古屋市名東区極楽1-7

イタリアン

シェフおまかせコース

8,800 17:30〜20:00（L.O.）

年始、限定メニュー提供期間

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-10 井上ビル１F

フレンチ

Menu Haute Couture

12,100 11:30〜13:30（L.O.）／18:00〜20:00（L.O.）

招福コース

11:00〜22:00（L.O.19:00）
15,180
※店舗の都合により変更となる場合があります

喝采コース

19,580

11:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります

絢爛コース

24,200

11:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります

宝船コース

27,500

11:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります
12:00〜13:00／17:30〜20:00（L.O.18:00）
※日曜のみ17:30〜20:00（L.O.18:00）

活 伊勢海老料理 中納言 千日前味楽館

梅田・中津

なし
月・金・土曜、12月、年末年始

Concept 1／f

なんば・心斎
ヴェルミヨン マホロバ
橋

大阪その他

8,500 17:00〜19:30（L.O.）※2時間制となります

土曜、ゴールデンウィーク、年末年始、貸切時

11:30〜12:30（L.O.）／ 17:00〜19:00（L.O.）
13,200 ※土・日・祝日のみ
17:00〜19:00（L.O.）

季節のおまかせコース（ディナー）

大阪

料金（税込）

沼津甲羅本店八宏園

大阪府大阪市中央区難波1-4-4

和食その他

クリスマス期間、年末年始
12月の金・土・日曜、ゴールデンウィーク、お盆（2022
／8／11〜15）、クリスマス期間、年末年始、イベント
開催時
12月の金・土・日曜、ゴールデンウィーク、お盆（2022
／8／11〜15）、クリスマス期間、年末年始、イベント
開催時
12月の金・土・日曜、ゴールデンウィーク、お盆（2022
／8／11〜15）、クリスマス期間、年末年始、イベント
開催時
12月の金・土・日曜、ゴールデンウィーク、お盆（2022
／8／11〜15）、クリスマス期間、年末年始、イベント
開催時

LEBLON AZUL OSEIRYU

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-7-12

☆

肉・鉄板焼き

和牛フィレ特選コース

22,000

Vingt-cinq BLANCHE

大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-31

☆

フレンチ

12,000円コース

10,909 17:30〜22:00（L.O.20:00）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

新町 和けい

大阪府大阪市西区新町2-3-13 ライオンズマンション
四ツ橋1F

懐石・割烹

季節の懐石

16,500 12:00〜13:00／18:00〜22:00

2022／7／22〜31、8／18〜21、年末年始、周年祭

大阪豚しゃぶの会 本店

大阪府大阪市西区新町1-6-8 ソラル清賀 1F

和食その他

プレミアム国産牛タンしゃぶしゃぶ会席

11,000 17:00〜21:00

AKARENGA STEAK HOUSE

大阪府大阪市港区海岸通2-6-39

☆

肉・鉄板焼き

BLISSコース

21,364

LA VIE 1923

大阪府大阪市港区海岸通2-6-39

☆

フレンチ

Genreless〜ジャンルレス〜

14,546 17:30〜22:30（L.O.20:00）

クリスマス期間、年末年始

中国料理 青冥 阪急池田店

大阪府池田市栄町1-1 阪急池田プランマルシェ3番
館 1F

中華

翡翠（ひすい）コース

11:00〜13:30（L.O.）／17:00〜18:30（L.O.）
10,000 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
11:00〜13:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆

大阪府大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル3F

アジア・エスニッ
ク

イスタナコース

11,000 11:30〜21:00

クリスマス期間、年末年始

バリラックス ザ ガーデン 梅田

8/11

17:30〜20:30（L.O.）
※土・日・祝日のみ17:00〜20:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

繁忙期
クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

都道府

エリア

店舗名

住所

ﾌﾟﾗﾝ区分

活 伊勢海老料理 中納言 大阪駅前第3ビル 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-3200 大阪駅前第3ビ
店
ル32F

料理ジャンル
和食その他

コース名

優待適用時間

招福コース

11:00〜20:00（L.O.）
15,180
※店舗の都合により変更となる場合があります

喝采コース

19,580

11:00〜20:00（L.O.）
※店舗の都合により変更となる場合があります

絢爛コース

24,200

11:00〜20:00（L.O.）
※店舗の都合により変更となる場合があります

宝船コース

27,500

11:00〜20:00（L.O.）
※店舗の都合により変更となる場合があります

優待除外日
12月の金・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、
シルバーウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベン
ト開催時
12月の金・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、
シルバーウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベン
ト開催時
12月の金・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、
シルバーウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベン
ト開催時
12月の金・土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、
シルバーウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベン
ト開催時
12月の毎金曜及び12月の祝前日、クリスマス期間、
年末年始

日本料理 河久

大阪府大阪市北区梅田1-1 大阪駅前第3ビル33F

☆

懐石・割烹

松会席

11,000 11:30〜19:00（L.O.）

A le Soleil

大阪府大阪市北区曾根崎新地1-10-16 永楽ビル10F

☆

フレンチ

厳選テーマ食材を使った特別コース

25,300 18:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始

おもてなし茶屋 咲扇

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-1-9

☆

懐石・割烹

綾錦（あやにしき）

16,500 17:00〜20:30

なし

懐石 北瑞苑

大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-21 axビル3F

懐石・割烹

瑞雲コース（テーブル席プラン）

33,000

瑞雲コース（個室プラン）

鉄板焼き＆Restaurant Bar caro
肉菜 宙空
網焼ビフテキ 小松屋
和食鉄板 透河

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-3-32
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 第3鈴木ビル
3F
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-11-20 北新地ハット
ボーイビル1F
大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-1 ENISHI北新地
ビル 5F

☆

11:00〜14:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
※日・祝日のみ11:00〜14:00（L.O.）
※2022／4／29、5／3〜5の期間のみ11:00〜14:00
（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.19:00）

11:00〜14:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
※日・祝日のみ11:00〜14:00（L.O.）
※2022／4／29、5／3〜5の期間のみ11:00〜14:00
（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.19:00）
18:00〜27:00（L.O.）
18,000
※祝日のみ18:00〜23:00（L.O.）

なし

33,000

なし

肉・鉄板焼き

カーロ特選コース

肉・鉄板焼き

宙空コース

14,300 17:00〜21:00（L.O.）

金曜、12月、ゴールデンウィーク、年末年始

肉・鉄板焼き

おまかせコース

18,150 15:00〜21:00（L.O.）

なし

肉・鉄板焼き

水晶

17:00〜22:00（L.O.）
※土・祝日のみ17:00〜20:30（L.O.）
17:00〜22:00（L.O.）
20,000
※土・祝日のみ17:00〜20:30（L.O.）
15,000

透河

淀屋橋・北
浜・天満橋

料金（税込）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

お盆、クリスマス期間、年末年始
お盆、クリスマス期間、年末年始

トリュフ匠 熾火

大阪府大阪市北区堂島1-4-10 岩伸ガリーナビル 3F

洋食その他

季節のOMAKASE

18:00〜20:00／20:45〜22:45
※2時間2部制となります
クリスマス期間、年末年始、イベント開催時
13,600 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
18:00〜20:00／19:30〜21:30／21:00〜23:00※2時間
3部制となります

暖心

大阪府大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビル1F

懐石・割烹

心づくし

13,200 17:30〜19:00（L.O.）※CLOSE 20:00

アルモニーアンブラッセ大阪RAYON

大阪府大阪市北区茶屋町7-20

フレンチ

Cコース

15,400 18:00〜21:00（L.O.19:00）

クリスマス期間、イベント開催時、貸切時

鮪達人 天神店

大阪府大阪市北区東天満1-11-1 東天神ビル1F

懐石・割烹

The Ocean

13,200 17:30〜20:00（L.O.)

2022／7/19〜31、8／1、3、7、8／10〜11、クリスマス
期間、年末年始、イベント開催時

nitro

大阪府大阪市北区曽根崎1-6-10

イタリアン

スタジョーネ＋（プラス）コース

14,000 11:00〜14:00（L.O.）／18:00〜19:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

スカイラウンジ スターダスト

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビルタ
ワーイースト39F

☆

イタリアン

Luxurious - ラグジュアリアス -

15,000 17:00〜19:30（L.O.）

土・日・祝日、12月、淀川花火大会開催時、クリスマス
期間、イベント開催時など

中国料理 燦宮

大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビルタ
ワーイースト39F

☆

中華

燦宮スペシャルコース

17:00〜21:00（L.O.19:00）
27,500 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.19:00）

イベント開催時、貸切時

あみ焼き みよし

大阪府大阪市北区堂島1-2-13 翁ビル2F

和食その他

シャトーブリアン・海鮮コース

16,500 18:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウイーク（2022／4／29〜5／6）

大阪 牛しゃぶの会

大阪府大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル B1F

和食その他

牛しゃぶセット

北新地 穂の河

大阪府大阪市北区堂島1-4-2 ビールディング北新地
4F

懐石・割烹

会席コース『寿』（ランチ）

青冥 堂島本店

大阪府大阪市北区堂島浜1-3-18 堂島セントラルビ
ル1F

中華

調理長おすすめコース12,000円（ランチ）
調理長おすすめコース12,000円（ディナー）

12,000 17:00〜20:00（L.O.）

年末年始

四季喰のむら

大阪府大阪市北区野崎町1-22 日宝扇町ビル1F

日本料理

懐石10,000円コース

11,000 17:30〜20:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

Le Cinque Kitahama

大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 The Kitahama
PLAZA 2F

イタリアン

プレミアムコース

12,100 17:00〜20:00（最終入店）

クリスマス期間、年末年始

シャオシン

13,200 12:00〜12:30（L.O.）／18:00〜19:30（L.O.）

クリスマス期間、年末年始、イベント開催時

会席コース『寿』（ディナー）

美麗華

大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ北浜プラザ2F

中華

滋賀

大津

近江牛専門店 れすとらん松喜屋 本店

滋賀県大津市唐橋町14-17

肉・鉄板焼き

京都

京都

ふぐ・はも割烹 由兵衛

京都府京都市下京区西石垣通四条下ル斎藤町118

京都 さしみ丸

京都府京都市下京区石不動之町682-7 もみじの小
路

☆

懐石・割烹

和食その他

近江牛極上ステーキコース＋ペアリングワイ
ン３種
【5月中旬〜10月中旬】特選はもしゃぶフル
コース
【10月下旬〜5月上旬】てっちり特選スペシャ
ルフルコース
さしみ丸コース
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8,800 17:00〜21:00（L.O.）

土曜、ゴールデンウイーク、年末年始

11:30〜12:00（L.O.）
※日・祝日のみ11:30〜12:00（L.O.）
17:00〜21:00（L.O.）
22,000
※日・祝日のみ17:00〜20:00（L.O.）

なし

22,000

祝日を除く月・火・水・木・金曜

12,000 11:30〜14:00（L.O.）

年末年始

22,000

11:30〜14:00（L.O.）※CLOSE 15:00／17:00〜20:00
（L.O.）※CLOSE 22:00

祝日を除く月・火・水・木・金曜

ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始

17,600 12:00〜13:30（L.O.）／17:00〜22:00（L.O.）

年始

24,200 12:00〜13:30（L.O.）／17:00〜22:00（L.O.）

年始

13,200 17:00〜21:00（L.O.）

土・祝日、クリスマス期間、年末年始

都道府

エリア

店舗名
鉄板料理 花六
京フュージョンレストラン レ コンフリュアン
リストランテ カーサビアンカ

神戸

ﾌﾟﾗﾝ区分

☆

料理ジャンル

コース名

料金（税込）

優待適用時間

優待除外日
土・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末
年始

肉・鉄板焼き

感洛（カンラ）コース

18,182 17:30〜20:00（L.O.）

フレンチ

13,200円コース

12,000

イタリアン

MENU DELLO CHEF

14,300 17:00〜21:30（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始など
クリスマス期間

18:00〜20:00（L.O.）
※20:00以降をご希望の場合は要相談

ゴールデンウィーク、お盆、年末年始、イベント開催時

ortensia

京都府京都市上京区河原町丸太町上ル出水町274

イタリアン

シェフのおすすめコース

12,000 18:00〜19:00（L.O.）

ルルソンキボア

京都府京都市北区上賀茂豊田町52

フレンチ

シェフのおまかせスペシャルコース

14,300 11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

クリスマス期間、年末

にしむらや

京都府京都市北区大宮北椿原町45 高山ビルB1F

懐石・割烹

おまかせコース

11,000 18:00〜22:00（L.O.20:00）

年末年始

鉄板焼 馨 京都店

京都府京都市中京区東九軒町332

肉・鉄板焼き

【おすすめ】コース

19,800 17:00〜22:00（L.O.21:00）

クリスマス期間、年末年始

☆

演出鉄板ステーキ＆BAR ココットアルファ

京都府京都市中京区材木町175 京都ゴールデンビル
3F

肉・鉄板焼き

京都最高級コース

串かつ希水

京都府京都市中京区富小路六角上ル朝倉町534
シャラガム1F

和食その他

串かつコース15,000円

12:00〜14:00（L.O.)／17:00〜23:00（L.O.22:00)
12,100 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
12:00〜13:30（L.O.)／17:00〜21:00（L.O.)
18:00〜20:30／20:30〜23:00
16,500
※2時間半2部制となります

12月24日〜12月25日
年末年始
金・土・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年
末年始
■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
土・祝日、ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末
年始

プランチャー健

京都府京都市東山区祗園町北側282-3 太田ビル1F

肉・鉄板焼き

鴨川コース

13,200 18:00〜20:30（L.O.）

中国料理 青冥 衹園店

京都府京都市東山区祇園町北側268 ヤサカ祇園ビ
ル5F

中華

清水（きよみず）コース

10,000

十二段家 本店

京都府京都市東山区祗園町南側570-128

和食その他

京都牛特選黒毛和牛しゃぶしゃぶフルコース

20,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）

なし

肉処 りゅう庵

京都府京都市東山区川端四条上ル常盤町169

肉・鉄板焼き

りゅう庵おまかせコース

25,000 11:30〜13:00（L.O.)／17:00〜20:00（L.O.)

なし

極コース

11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜20:00（L.O.）
33,000
※店舗の都合により変更となる場合があります

年末年始

シェフのお任せコース

通常営業時 18:00〜19:30（最終入店）
15,400
時短営業時 18:00〜19:00（最終入店）

クリスマス期間、年末年始
なし
なし

ステーキ 花郷 祇園店
兵庫

住所
京都府京都市下京区烏丸通六条下る北町190 ホテ
ルカンラ京都本館 B1F
京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町
701-1 アゴーラ 京都烏丸 1F
京都府京都市上京区今出川通寺町西入大原口町
214

レストラン花の館 パラディ北野

京都府京都市東山区橋本町404

肉・鉄板焼き

兵庫県神戸市中央区北野町2-16-8

フレンチ

11:30〜14:30（L.O.）／17:00〜20:00（L.O.）
※店舗の都合により変更となる場合があります

年末年始

神戸アントレコット

兵庫県神戸市中央区中山手通1-10-10 天成ビル4F

肉・鉄板焼き

特選神戸牛ステーキコース Bコース

17:00〜21:00（L.O.19:30）
15,180
※お酒のご提供は20:30までとなります

KOBE-BEEF やまと

兵庫県神戸市中央区北長狭通3-3-5 泰隆ビル7F

肉・鉄板焼き

特選神戸牛ステーキ（ヘレまたはサーロイン）
＆あわびを含む海鮮「Bコース」

15,180 17:00〜20:00

神戸牛ステーキ鉄板焼 雪月花本店

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-9-3 レインボープラ
ザ8F

肉・鉄板焼き

なでしこのコース

17:30〜20:30（L.O.）※2時間制となります
18,700
土・日曜、クリスマス期間、年末年始
※祝日のみ17:00〜20:30（L.O.）※2時間制となります

活 伊勢海老料理 中納言 神戸三宮本店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 神戸交通セン
タービル 9F

和食その他

招福コース

15,180 11:00〜19:00（L.O.）

喝采コース

19,580 11:00〜19:00（L.O.）

絢爛コース

24,200 11:00〜19:00（L.O.）

Menu La Suite

16,500 17:30〜21:00（L.O.）

土・日・祝日、ゴールデンウイーク、お盆、クリスマス期
間、みなと神戸海上花火大会開催時

招福コース

11:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります
15,180 ■2022／5／9〜6／30の期間のみ
16:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります

土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時

喝采コース

11:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります
19,580 ■2022／5／9〜6／30の期間のみ
16:00〜22:00（L.O.19:00）
※店舗の都合により変更となる場合があります

土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時

13,200 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

年末年始

レストラン ル・クール神戸

兵庫県神戸市中央区波止場町7-2 ホテル ラ・スイー
ト神戸ハーバーランド2F

☆

活 伊勢海老料理 中納言神戸ハーバーランド
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-1 モザイク3F
店

フレンチ

和食その他

土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時
土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時
土・日・祝日、ゴールデンウイーク、クリスマス期間、
年末年始、イベント開催時

ほてるISAGO神戸 料亭胡蝶

兵庫県神戸市中央区熊内町4-3-7

懐石・割烹

神戸牛会席 雅
神戸牛づくし懐石

19,800 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜19:00（L.O.）

年末年始

姫路

鉄板焼 銀杏

兵庫県姫路市南駅前町100 ホテル日航姫路2F

肉・鉄板焼き

賞味会syoumikai

14,850 11:30〜12:00／17:30〜18:00

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、特別
期間

和歌山

和歌山

四季の味 ちひろ

和歌山県和歌山市吉田801

懐石・割烹

会席 葵

11,000 11:30〜13:00（L.O.）／17:30〜20:30（L.O.）

土・日・祝日、12月〜1月

島根

邑智郡

里山イタリアン AJIKURA

島根県邑智郡邑南町矢上3123-4

イタリアン

A級グルメコース

11,000 11:00〜14:00（L.O.）／18:00〜18:30（L.O.）
10,000 11:30〜14:00（L.O.）／17:00〜22:00（L.O.）

☆

鳥取

鳥取

焼肉牛王 鳥取本店

鳥取県鳥取市今町1-180

肉・鉄板焼き

鳥取和牛極みコース アルコール飲み放題付
き

広島

広島

肉匠 瑞輝

広島県広島市中区西白島町17-31

肉・鉄板焼き

10,000円コース

11,000 17:00〜22:00（L.O.)

山口

下関

ふく料理しのだ

山口県下関市今浦町7-9

和食その他

ふくコース 唐揚付

16,500

愛媛

松山

割烹 むつの

愛媛県松山市三番町1-15-7 F CIAO ビル2F

懐石・割烹

瀬戸内コース

11,000 17:00〜24:00（L.O.23:30）
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18:00〜19:00（最終入店）
※フード（L.O.20:00）、ドリンク（L.O.20:30）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時
金・土・祝前日、ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス
期間、年末
なし
土・日・祝日、ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期
間、年末年始、繁忙期
年末年始

都道府
高知

エリア
高知

店舗名

博多区

料理処 希満里

高知県高知市追手筋1-6-21（割烹旅館おおりや内）

懐石・割烹

おまかせ四季の会席

restaurante del mar

中国料理 頤和園 博多駅前店
Steak house Medium Rare
割烹・鮨 ます水
はかたの桜華 本店
福岡（博多区
Red flamma
以外）

高知県高知市本町4-2-50 ザ クラウンパレス新阪急
高知内
福岡県福岡市博多区中洲2-6-7 ジョイフルヤマモトビ
ル1F
福岡県福岡市博多区中洲2-4-20 第21ポールスター
ビル1F
福岡県福岡市博多区中洲4-1-8 ヤマシタビル1F・
2F・3F
福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル
12F
福岡県福岡市博多区博多駅南1-9-18 WITH THE
STYLE FUKUOKA内
福岡県福岡市博多区店屋町3-1
福岡県福岡市博多区上川端町10-255 ロイズ博多
1F・2F
福岡県福岡市中央区天神2-2-43 ソラリア西鉄ホテ
ル17F

鹿児島

沖縄

国頭郡
石垣島

料金（税込）

優待適用時間

11,917 11:00〜14:00（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）
8,800 11:30〜14:00／16:30〜21:00

優待除外日
2022／7／16〜17、年末年始
12月の金・土曜、ゴールデンウィーク、年末年始

中華

鶴雲（かくうん）コース

イタリアン

Curso del mar （コース デル マール）

10,000 11:30〜14:30（L.O.14:00）／17:30〜21:00（L.O.20:00） ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

肉・鉄板焼き

極上コース

19,800 18:00〜21:00

ゴールデンウィーク、年末年始

懐石・割烹

百合コース

11,000 18:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

中華

フカヒレの姿煮入りスペシャルディナーコース

13,200 17:00〜20:00（L.O.）

金・土曜、年末年始

肉・鉄板焼き

音羽（おとは）

12,000 17:30〜21:00（最終入店）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

懐石・割烹

おまかせコース

16,500 18:00／20:30※2部制となります

ゴールデンウイーク、年末年始

肉・鉄板焼き

プレミアム神戸牛サーロイン神髄コース

19,250 11:30〜15:00（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、年末年始

肉・鉄板焼き

DINNER COURSE"GRAND"

10,450 18:00〜21:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時

イタリアン

シェフおまかせプラチナコース

16,500 18:00〜22:00（L.O.）

和食その他

旬のおばんざいコース

肉・鉄板焼き

上赤身コース

肉・鉄板焼き

おまかせコース12,000円

12,000 17:00〜22:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

12:00〜15:00（L.O.13:00）／17:30〜20:30（L.O.）
22,000 ■2022年10月1日から下記内容に変更となります。
12:00〜14:00（L.O.）／18:00〜22:00（L.O.）

クリスマス期間、イベント開催時

8,800 18:00〜22:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始

イタリア料理 IL.SOGNO

福岡県福岡市中央区西中洲1-35 寺埜ビル2F

お茶屋BAR 六馬

福岡県福岡市中央区西中洲3-17 ユイビル1F

龍園 西中洲店

福岡県福岡市中央区西中洲4-3 ATE西中洲1F

游來

福岡県福岡市中央区西中洲5-6

gristro chamaru

福岡県福岡市中央区春吉3-11-19 パノラマスクエア
2F

フレンチ

22,000円コース

RESTAURANT ReCO

福岡県福岡市中央区春吉2-12-11アクラス天神南
101

イタリアン

ReCOコース

鉄板焼 曉

福岡県福岡市中央区薬院3-12-22 美山ビル 1F

肉・鉄板焼き

曉（あかつき）プレミアムコース

19,800 18:00〜23:00（L.O.）

金・土・日・祝日、クリスマス期間、年末年始

Restaurant VERT FONCÉ

福岡県福岡市中央区平尾浄水町5-1

フレンチ

ディナーコース「アンフィニ」

14,300 18:00〜20:00（L.O.）

お盆（2022／8／8〜10は臨時休業）、クリスマス期
間、年末年始

桜坂 観山荘

福岡県福岡市中央区谷1-3-20

懐石・割烹

和食懐石コース

19,030

日本の料理屋 IMURI

福岡県福岡市中央区谷1-3-15

和食その他

当店おまかせコース

16,500 17:30〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末

ラ・ロシェル福岡

福岡県福岡市中央区大手門1-1-5

フレンチ

ナチュール

16,500 18:00〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始、イベ
ント開催時など

懐石・割烹

大将おまかせコース

12,100 18:00〜23:30（L.O.22:00）

年末年始

中華

特撰和菜10,000コース

11,000 11:30〜21:30（L.O.20:00）

年始（1月1日〜4日）

鍋

オーナー厳選！黒毛和牛ヒレステーキコース
【150g】(ちゃんこ鍋付き)

13,200 17:30〜19:30（L.O.）

なし

福岡県福岡市中央区大手門1-3-17 エステートモア
大手門1F
熊本県熊本市中央区城東町4-2 熊本ホテルキャッス
熊本ホテルキャッスル 中国四川料理 桃花源
ル B1F

和食とくなが

鹿児島

コース名
土佐本会席料理

日本料理 石田

熊本

料理ジャンル
懐石・割烹

焼肉 みやなか

熊本

ﾌﾟﾗﾝ区分

高知県高知市南はりまや町1-17-3

中国料理 マンダリンコート
福岡

住所

得月楼

☆

☆

☆

☆

7,700

18:00〜23:00（L.O.）
※土曜のみ16:00〜20:00（L.O.）

8,800 12:00〜15:30（L.O.）／17:00〜21:00（L.O.）

7,000 17:00〜27:00（L.O.26:00）

11:30〜13:30（L.O.）／17:30〜18:00（L.O.）
※土・日・祝日のみ17:30〜18:00（L.O.）

クリスマス期間、年末年始
クリスマス期間、年末年始
クリスマス期間、年末年始

金・土・日・祝日、クリスマス期間、年末年始

ゴールデンウィーク、クリスマス期間、年末年始

千代茶屋

鹿児島県鹿児島市名山町4-11

La BOMBANCE 古宇利島

沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利2451 ワンスイート ザ・
グランド2F

和食その他

de la mer（ドゥ ラ メール）海

14,850 17:30〜20:00（L.O.）

ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年
始、宿泊者以外のご予約をお受けできない期間
（2022／7／1〜9／30）

Sushi Restaurant 一目良膳

沖縄県石垣市美崎町2-8 ホテルイーストチャイナシー
内 3F

寿司

一目良膳「極」コース

11,000 17:00〜20:00（L.O.）

年末年始
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