ダイナースクラブ ごひいき予約対象店舗一覧

2018年2月16日現在

カテゴリー

店名

1

寿司

鮨

心白

2

イノベーティブ・フュージョン

81

3

イタリアン

リストランテ

4

フレンチ

KEISUKE MATSUSHIMA

5

中華料理

6
7

住所

URL

東京都渋谷区恵比寿2-37-8 グランデュオ広尾 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244083?locale=ja

東京都港区西麻布4-21-2 コートヤードHIROO

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243700?locale=ja

東京都文京区水道2-12-2

https://pocket-concierge.jp/restaurants/31169?locale=ja

東京都渋谷区神宮前1-4-20 パークコート神宮前 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244209?locale=ja

フルタ（Furuta）

東京都中央区銀座1-21-14

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243891?locale=ja

フレンチ

Nabeno-ism（ナベノ-イズム）

東京都台東区駒形2-1-17

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244041?locale=ja

和食

うぶか

東京都新宿区荒木町2-14 アイエスⅡビル 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244102?locale=ja

8

懐石・会席料理

恵比寿

東京都渋谷区恵比寿4-11-12

https://pocket-concierge.jp/restaurants/109266?locale=ja

9

寿司

ラ・バリック

トウキョウ

くろいわ

青空（はるたか）

東京都中央区銀座8-3-1 銀座時傳ビル 6F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244047?locale=ja

10 イノベーティブ・フュージョン

セララバアド

東京都渋谷区上原2丁目8-10 TWIZA上原1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243909?locale=ja

11 イノベーティブ・フュージョン

NARISAWA

東京都港区南青山2-6-15

coming soon

12 日本料理

日本料理

東京都港区六本木7-17-24 サイド六本木ビル 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243688?locale=ja

13 イノベーティブ・フュージョン

TAKAZAWA

東京都港区赤坂3-5-2 サンヨー赤坂ビル裏側 2F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244216?locale=ja

14 日本料理

日本料理

東京都港区三田2-17-29グランデ三田 B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/18?locale=ja

15 懐石・会席料理

銀座 小十

東京都中央区銀座5丁目4-8 カリオカビル 4F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244219?locale=ja

16 フレンチ

フロリレージュ

東京都渋谷区神宮前2−5−4SEIZAN外苑B1

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243674?locale=ja

17 寿司

鮨 あらい

東京都中央区銀座8-10-2 ルアンビル B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243959?locale=ja

18 割烹・小料理

小田島

東京都港区六本木7-18-24

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243780?locale=ja

19 中華料理

虎峰

東京都港区六本木3-8-7 PALビル 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244014?locale=ja

20 ふぐ

臼杵ふぐ 山田屋

東京都港区西麻布4-11-14 ＦＬＥＧ西麻布ＶＩＥＲＧＥ地階Ａ
https://pocket-concierge.jp/restaurants/244220?locale=ja

21 中華料理

茶禅華（さぜんか）

東京都港区南麻布4-7-5

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244148?locale=ja

22 焼鳥

とり喜

東京都墨田区錦糸1-8-13 小坂ビル1階

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244072?locale=ja

23 京料理

草喰 なかひがし

京都府京都市左京区浄土寺石橋町32-3

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243892?locale=ja

24 イノベーティブ・フュージョン

Fujiya 1935

大阪府大阪市中央区鎗屋町2-4-14

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244061?locale=ja

25 寿司

すし匠まさ

東京都港区西麻布4-1-15 セブン西麻布 B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244036?locale=ja

26 寿司

くろ﨑

東京都渋谷区渋谷1-5-9

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244056?locale=ja

27 フレンチ

ÉdiTioN Koji Shimomura (エディション･コウジ シモムラ)

東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243876?locale=ja

28 日本料理

旬の味

東京都港区六本木7-10-30 清水ビル 1Ｆ

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243937?locale=ja

29 フレンチ

レフェルヴェソンス

東京都港区西麻布2-26-4

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243677?locale=ja

30 寿司

鮨はしもと

東京都中央区新富1-15-11マキプラザ103

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244231?locale=ja

懐石・会席料理

龍吟

晴山

いち

31 牛料理

にくの匠

京都府京都市東山区祇園町南側570-15

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244241?locale=ja

32 中華料理

ENGINE（エンジン）

三芳

東京都新宿区神楽坂5-43-2 ROJI神楽坂 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244187?locale=ja

33 中華料理

の弥七

東京都新宿区荒木町2-9MIT四谷三丁目ビル 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243712?locale=ja

34 スペイン料理

スリオラ （ZURRIOLA）

東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル4F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243742?locale=ja

35 フレンチ

ア・ニュ ルトゥルヴェ・ヴー

東京都渋谷区広尾5-19-4 SR広尾ビル1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243697?locale=ja

36 フレンチ

Sincere (シンシア)

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-13 原宿東急アパートメントB1

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244250?locale=ja

37 懐石・会席料理

北新地 弧柳

大阪府大阪市北区堂島1-5-1 エスパス北新地23 1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244085?locale=ja

38 寿司

紀尾井町

東京都千代田区紀尾井町1-2東京ガーデンテラス紀尾井町 https://pocket-concierge.jp/restaurants/244246?locale=ja

39 中華料理

銀座 やまの辺 江戸中華

東京都中央区銀座8-4-21 保坂ビル B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244093?locale=ja

40 フレンチ

レストラン

東京都台東区浅草4-10-5

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243687?locale=ja

41 寿司

鮨

東京都港区南青山5-8-11BC南青山PROPERTY B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243818?locale=ja

42 フレンチ

ラ・シーム

大阪府大阪市中央区瓦町3-2-15瓦町ウサミビル1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244217?locale=ja

43 割烹・小料理

纐纈 (こうけつ)

大阪府大阪市北区堂島1-5-35堂島レジャービル4F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244271?locale=ja

44 イノベーティブ・フュージョン

Cá sento（カセント）

兵庫県神戸市中央区中山手通4-16-14

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244071?locale=ja

45 懐石・会席料理

祇園 大渡

京都府京都市東山区祇園町南側570-265

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244255?locale=ja

46 日本料理

かんだ

東京都港区元麻布3-6-34 カーム元麻布1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243849?locale=ja

47 日本料理

日本料理

太月

東京都港区北青山3-13-1北青山関根ビル B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243770?locale=ja

48 割烹・小料理

西麻布

き久ち

東京都港区西麻布2-17-17港屋総本店ビル 2Ｆ

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243939?locale=ja

49 懐石・会席料理

日本料理

京都府京都市東山区円山町613番地

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244287?locale=ja

50 懐石・会席料理

木山

京都府京都市中京区絹屋町136ヴェエルドール御所102

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244280?locale=ja

51 スペイン料理

スペイン料理

京都府京都市中京区桝屋町55白鳥ビル2F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244279?locale=ja

52 懐石・会席料理

富小路やま岸

京都府京都市中京区骨屋之町560

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244254?locale=ja

53 寿司

鮨さかい

福岡県福岡市中央区西中洲3-20LANEラインビル2F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244247?locale=ja

54 フレンチ

Restaurant Ryuzu

東京都港区六本木4-2-35アーバンスタイル六本木 B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/243831?locale=ja

55 寿司

鮨 なんば

東京都杉並区阿佐谷南3-44-4 B1F

https://pocket-concierge.jp/restaurants/1197?locale=ja

56 創作料理

Kamoshiya Kusumoto

大阪府大阪市福島区福島5-17-14

https://pocket-concierge.jp/restaurants/244296?locale=ja

三谷

オマージュ

ます田

未在

アカ

