
利 用 対 象 	会員・登録同居家族と同行者
優待有効期限 	平成31年3月31日（日）まで
利 用 方 法 	ご予約の際に「東京広域勤労者サービスセンター」の会員であることと、	

会員証提示割引を利用する旨をお伝えください。来店時には会員証をご提示ください。
・レストランにより割引除外日あり　　・他割引との併用不可　　・料金支払い後の割引適用不可

下記のレストランでサービスセンターの会員証を提示すると、割引料金でお食事ができます。

ホテルレストラン等優待のご案内

ホテルメトロポリタン
所在地：豊島区西池袋1-6-1　予約TEL 03-3980-1111（代）

割引対象レストラン 割引内容
1F　クロスダイン 飲食料金より10%引き

（クロスダインのシニア、小学生、
幼児は割引対象外）

2F　花むさし/花むさし旬香/桂林
オリエントエクスプレス

25F	エスト/オーヴェスト
・メニュー、一般料金、営業時
間等は各レストランへご確認
ください。
・割引除外日：なし

東京ステーションホテルアトリウム
所在地：千代田区丸の内1-9-1　予約TEL 03-5220-0514
割引対象レストラン　4F　アトリウム

内容【要予約制、木・金・土曜日のディナーコースのみ】 割引料金
サースティー	サーズディ(木曜限定)	ソフトドリンク飲み放題付 8,800円
サースティー	サーズディ(木曜限定)	フリードリンク付 9,800円
シーズナルディナー(金曜・土曜)	 グラスシャンパン付 10,800円
シーズナルディナー(金曜・土曜)	 フリードリンク付 14,800円
・予約時の希望により館内見学
ツアー付も可能

ホテルグレイスリー新宿
所在地：新宿区歌舞伎町1-19-1
予約TEL 03-6833-1702（レストラン直通）

割引対象レストラン 割引内容
１F　	イタリアンレストランボンサルーテ	

KABUKI
ディナー時限定
飲食料金より10％引き
（割引上限5,000円）

新宿ワシントンホテル
所在地：新宿区西新宿3-2-9
予約TEL 03-3344-6109（レストラン予約センター）

割引対象レストラン 割引内容
1F　ステーキ＆しゃぶしゃぶ　ふじた
3F　カフェ＆バーバロン
25F　グリル＆ダイニングマンハッタンテーブル

ディナー時限定
飲食料金より
10％引き

赤坂エクセルホテル東急
所在地：千代田区永田町2-14-3　予約TEL 03-3580-2331
	 	 （レストラン直通）

割引対象レストラン 割引内容
3F　赤坂スクエアダイニング ランチ、ディナーブッフェの

正規料金より10%引き
・メニュー、正規料金、営業時
間等はレストランへご確認く
ださい。
・割引除外日：クリスマス期間、
新春ブッフェ営業期間

浅草ビューホテル	所在地：台東区西浅草3−17−1　予約TEL 03-3842-3751（レストラン予約）
割引対象レストラン　26F　スカイグリルブッフェ武藏

・割引除外日：ゴールデンウィーク、隅田川花火大会開催
日（7/28土）、花火大会翌日、お盆、クリスマス期間、
年末年始、ホテル特別催事時（予約時にご確認ください）

（税・サービス料込）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ
11：30～13：00
13：15～14：45
15：15～16：45（土日祝のみ）

平　日 大　人	（中学生以上） 3,780円 3,400円
子ども	（小学生） 2,730円 2,400円

土日祝 大　人	（中学生以上） 4,280円 3,800円
子ども	（小学生） 3,080円 2,800円

ディナーブッフェ 17：30～19：3019：45～21：45

平　日 大　人	（中学生以上） 4,980円 4,550円
子ども	（小学生） 3,480円 3,100円

土日祝 大　人	（中学生以上） 5,480円 4,950円
子ども	（小学生） 3,830円 3,400円

京王プラザホテル	所在地：新宿区西新宿2−2−1　予約TEL 03-3344-0111
割引対象レストラン　2F　グラスコート

・割引除外日：ゴールデンウィーク、クリスマス、正月

（税・サービス料込）

内　　容（ディナーのみ） 料金区分 一般料金 割引料金

ディナーブッフェ
(2時間制)

平日
17：30～21：30

大　人	 （中学生以上） 5,600円 5,040円
シニア	 （65歳以上） 4,500円 4,050円

土日祝
17：00～22：00

大　人	 （中学生以上） 6,600円 6,040円
シニア	 （65歳以上） 5,300円 4,850円

小学生 3,100円 2,790円
幼児（４歳～小学生未満） 1,800円 1,620円

帝国ホテル	所在地：千代田区内幸町1-1-1　予約TEL 03-3539-8187（サール直通）

・割引除外日：12/1（土）～1/3（木）　ほか特別催事期間（予約時にご確認ください）

※不定期でキャンペーンが実施され、会員証提
示割引よりも安価になる場合もあります。	
帝国ホテル公式ホームページサイトもご確認
の上、ご利用ください。

インペリアルバイキング	サール（本館17F） 利用時間 大人一般料金 大人割引料金

ランチバイキング 平日 11：30～13：00/13：30～15：00 6,050円 5,500円
土日祝日 6,600円 6,200円

ディナーバイキング 平日 17：30～19：30/20：00～22：00 9,020円 8,500円
土日祝日 17：00～19：00/20：00～22：00 9,570円 9,200円

ディナーバイキング＆飲み放題 全日 17：30～19：30/20：00～22：00 12,870円 11,500円

（税・サービス料込）利用対象 　会員および同伴者（計10名まで） 全福マーク

帝国ホテルは「全福センター（全国中小企業勤労者福祉サービスセンター）」会員として
優待が受けられます。「ゼンプクセンター」会員である旨を必ずお申し出のうえ、サー
ビスセンター会員証の裏面にある「全福センター加盟」マークを提示してください。

サンシャインシティプリンスホテル
所在地：豊島区東池袋3−1−5
予約TEL　03-5954-2257
（バイエルン	レストランキャッシャー）

割引対象レストラン
B１F　バイエルン

・割引除外日：ゴールデンウィーク、お盆、クリスマス期間、年末年始等、	
特別催事、貸切営業日（予約時にご確認ください）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチブッフェ

平日
11：30～14：30

大　人	（中学生以上） 2,300円 2,000円
シニア	（65歳以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

土日祝
11：30～13：00
13：30～15：00

大　人	（中学生以上） 2,500円 2,200円
シニア	（65歳以上） 2,100円 1,900円
子ども	（小学3年生以上） 1,400円 1,300円
子ども	（小学1・2年生） 1,100円 1,000円

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ディナーブッフェ
＆大人、シニアは
飲み放題付
（セルフサービス）

平日
17：30～21：00	

大　人	（中学生以上） 6,180円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,680円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 1,900円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,500円 1,300円

土日祝
17：30～21：00
（90分制）

大　人	（中学生以上） 6,380円 5,500円
シニア	（65歳以上） 5,880円 5,000円
子ども	（小学3年生以上） 2,000円 1,700円
子ども	（小学1・2年生） 1,600円 1,300円

（税・サービス料込）

下記レストラン、飲食店もサービスセンター
会員証提示で優待料金になります。
・京懐石みのきち　東京新宿住友ビル店
・中野サンプラザ 「121ダイニング」 
 「日本料理なかの」
・ニユートーキヨーグループ
・寿し常グループ
・三光マーケティングフーズグループ
※利用可能店舗、優待内容等はサービスセン
ターホームページまたは利用ガイドダイジェ
ストをご覧ください。

割引対象レストラン 割引内容
やまなみ、しゅん、蒼樹庵、南園、かがり、樹林、五穀亭、
デュオ	フルシェット、カラオケ47、オーロラ、デュエット、
カクテル＆ティーラウンジ、天乃川（かがり内）、ブリアン

飲食料金2,160円（税サービス
料込）以上の場合、10％引き

・一般料金から割引されたVIPメンバーズ料金で宿泊可。お問い合わせは専用ダイヤル03-3344-6480

吉祥寺第一ホテル	所在地：武蔵野市吉祥寺本町2-4-14　予約TEL 0422-21-9814
割引対象レストラン　2F　バイキング・パークストリート

・5/1、2、8/13～17、12/26～28、31は土日祝料金になります。
・割引除外日：12/22～25、1/1～3

（税・サービス料込）

（税・サービス料込）

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ランチ
ブッフェ

11：０0～
1５：00

（90分制）

平　日
大人(中学生以上) 2,900円 2,610円
シニア(65歳以上) 2,700円 2,430円
子ども(4歳～小学生) 1,700円 1,530円

土日祝
大人(中学生以上) 3,600円 3,240円
シニア(65歳以上) 3,400円 3,060円
子ども(4歳～小学生）2,200円 1,980円

内　　容 料金区分 一般料金 割引料金

ディナー
ブッフェ

17：00～
21：30

平　日
大人(中学生以上） 3,900円 3,510円
シニア(65歳以上） 3,700円 3,330円
子ども(4歳～小学生）1,900円 1,710円

土日祝
大人(中学生以上） 4,400円 3,960円
シニア(65歳以上） 4,000円 3,600円
子ども(4歳～小学生）2,300円 2,070円

・一般料金から割引されたVIPメンバーズ料金で宿泊可。	
お問い合わせは専用ダイヤル03-3344-6480

サッポロライオングループで
ご利用可能な優待券です。
http://www.ginzalion.jp/
飲食代金から10%割引（優待券の利用は15時以
降、割引上限額10,000円まで）、
その他サービス券等の併用は不可
対象店舗：【銀座ライオン】【YEBISU	BAR】
【PRIVATE	DINING　点（ともる）】
【ダブリナーズ	アイリッシュパブ】
【くつ炉ぎ・うま酒	かこいや】
【和食・うま酒	入母屋】
【海鮮居酒屋おおーい北海道	別海町酒場】
【音楽ビヤプラザ	ライオン】
【ワイン食堂	ブルマーレ】
【北海道	留萌マルシェ】
【ビヤケラー東京】
【惠比壽ビヤホール】
【グランポレール　ワインバー	トーキョー】
【串天・鴨だしおでん　そばえもん】

キリトリ線


