レストラン優待のご案内
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。
利 用 対 象
優待有効期限
利 用 方 法

会員・登録同居家族と同行者
2020年3月31日（火）まで（一部除外あり）
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、
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

京王プラザホテル

・他割引との併用不可

所在地：新宿区西新宿2−2−1 予約TEL

割引対象レストラン

・料金支払い後の割引適用不可

03-3344-0111
割引内容

ディナーブッフェの一般料金より
10%引き
（※2時間制）

スーパーブッフェ
「グラスコート」

<レストラン>天麩羅
「しゅん」
、鉄板焼
「やまなみ」
、オー
ルデイダイニング
「樹林」
、中国料理
「南園」
、和食
「かがり」
、
懐石
「蒼樹庵」
、フレンチ&イタリアン
「デュオ フルシェッ
飲食料金2,000円
（税抜・サービス
ト」
、コリアンダイニング
「五穀亭」
<バー・ラウンジ>カラ
料込）
以上の場合、10%引き
オケ47、スカイラウンジ
「オーロラ」
、カクテル&ティーラ
ウンジ、アートラウンジ
「デュエット」
、日本酒バー
「天乃川」
（和食
「かがり」
内）
、メインバー
「ブリアン」

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

割引対象レストラン

0422-21-9814

割引内容
ランチ、ディナーブッ
フェの一般料金より
10%引き

2F バイキング・パークストリート
5月1日より一般料金が変更となります。
詳しくは吉祥寺第一ホテルHPでご確認く
ださい。

・割引除外日：年末年始
・ゴールデンウイーク、夏休み、クリスマス、年末
年始、春休み期間は料金および営業時間が異なり
ます。レストランへお問い合わせください。

東京ステーションホテル

所在地：千代田区丸の内1−9−1 予約TEL

割引対象レストラン 4F アトリウム

03-5220-0514
（税・サービス料込）

内容（要予約）
サースティーサーズデイ（木曜限定）ソフトドリンク飲み放題付

一般料金
9,800円

サースティーサーズデイ（ 木曜限定）フリードリンク付

11,000円

シーズナルディナー（ 土曜・日曜）フリードリンク付

15,000円 13,500円

シーズナルディナー（ 土曜・日曜）グラスシャンパン付

・予約時の希望により館内見学
ツアー付も可能

寿し常グループ

京懐石みのきち 東京新宿住友ビル店

寿司、和食、飲料現金払いで10%割引
クレジットカードで5%割引

予約TEL

所在地：新宿区西新宿2−6-−1新宿住友ビル48F

03-3346-2531

内容

対象店舗：大塚本店、池袋東口店、
巣鴨店、ビーンズ赤羽店、アトレ上
野店、エソラ池袋店、中野マルイ店
ほか29店舗

利用区分

（税・サービス料込）

一般料金

割引料金

※グループ内一部対象とならない店舗があります。フレンドリーげんきHP
でご確認ください。

平日/昼
月替わり特別懐石 ・土日祝/昼夜 8,964円 6,500円
平日/昼
お子様弁当
3,726円 3,300円
・土日祝/昼夜
昼
12,420円 11,500円
北山
夜
12,960円 12,000円

中野サンプラザ

赤坂エクセルホテル東急

所在地：中野区中野4−1−1

03-3388-1150

割引対象レストラン
20F レストラン121ダイニング
20F 日本料理なかの

利用対象：会員と同居家族

9,800円

12,000円 10,800円

10月に料金改定を予定してい
ます。

・割引除外日：ゴールデンウィーク・お盆・
クリスマス・お正月
・12/26〜12/31は土日祝料金になります。
詳細はレストランへお問い合わせください。

予約TEL

割引料金
8,800円

予約TEL
割引内容
夜の飲食代金が10%割引

所在地：千代田区永田町2-14-3

03-3580-2331（レストラン直通 ）

割引対象レストラン
3F

利用対象：
会員と同居家族

赤坂スクエアダイニング

・メニュー、一般料金、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、
新春ブッフェ営業時

割引内容
ランチ、ディナーブッフェの
一般料金より10%引き

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

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
2F 花むさし/花むさし旬香/桂林
（クロスダインのシニア、小学生、
オリエントエクスプレス
幼児は割引対象外）
25F エスト/オーヴェスト

サンシャインシティプリンスホテル
予約TEL 03-5954-2257（バイエルン
割引対象レストラン B1F バイエルン

03-3980-1111（代）

・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

※ディナーブッフェ大人・シ
ニアは追加料金1,500円で
飲み放題も利用可。

所在地：豊島区東池袋3-1-5

レストランキャッシャー）

・割引除外日：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）

6月30日まで
内容
料金区分
一般料金 割引料金
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
平日
11：30〜 子ども（ 小学3年生以上） 1,400円 1,300円
14：30 子ども（ 小学1・2年生） 1,100円 1,000円
4〜6歳
無料
ランチ
ブッフェ
2,500円 2,200円
土日祝 大人（ 中学生以上）
11：30〜 シニア（ 65歳以上）
2,100円 1,900円
13：00 子ども（ 小学3年生以上） 1,400円 1,300円
13：30〜 子ども（ 小学1・2年生） 1,100円 1,000円
15：00 4〜6歳
無料

7月1日から
一般料金 割引料金
3,080円 2,500円
2,640円 2,500円
1,760円 1,500円
1,760円 1,500円
550円 500円
3,300円 2,700円
2,860円 2,700円
1,760円 1,500円
1,760円 1,500円
550円 500円

浅草ビューホテル

7月1日から
一般料金 割引料金
4,950円 4,200円
4,400円 4,200円
2,530円 2,000円
2,530円 2,000円
770円 700円
5,170円 4,500円
4,620円 4,500円
2,530円 2,000円
2,530円 2,000円
770円 700円
（税・サービス料込）

内

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

容

11：30～13：00 平 日
ランチ 13：15～14：45
ブッフェ 土日祝日のみ
15：15～16：45 土日祝

・割引除 外日：ゴ ールデン
ウィーク、隅田川花火大会
開催日、
花火大会翌日、
お盆、 ディナー 17：30～19：30
クリスマス期間、年末年始、
ブッフェ 19：45〜21：45
ホテル特別催事時
（予約時
にご確認ください）

新宿ワシントンホテル

予約TEL

（税・サービス料込）

6月30日まで
内容
料金区分
一般料金 割引料金
大人（ 中学生以上）※
4,200円 4,000円
シニア（ 65歳以上）※
3,700円 3,500円
平日
17：30〜 子ども（ 小学3年生以上） 1,900円 1,700円
21：00 子ども（ 小学1・2年生） 1,500円 1,300円
4〜6歳
無料
ディナー
ブッフェ
大人（ 中学生以上）※
4,400円 4,000円
土日祝 シニア（ 65歳以上）※
3,900円 3,500円
17：30〜
子ども（ 小学3年生以上） 2,000円 1,700円
21：00
（ 90分制）子ども（ 小学1・2年生） 1,600円 1,300円
４～６歳
無料

平 日
土日祝

9月30日まで
料金区分
一般料金 割引料金
大 人（中学生以上） 3,780円 3,400円
子ども（小学生）
2,640円 2,400円 10月1日から
大 人（中学生以上） 4,280円 3,800円 一般料金より
子ども（小学生）
2,990円 2,800円
10%引き
大 人（中学生以上） 4,980円 4,550円（一般料金変更予定）
子ども（小学生）
3,480円 3,100円
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

ホテルグレイスリー新宿

所在地：新宿区西新宿3-2-9

03-3344-6109（レストラン予約センター）

予約TEL

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
ディナー時限定
3F   カフェ＆バーバロン
飲食料金より
25F グリル＆ダイニングマンハッタンテーブル 10％引き

所在地：新宿区歌舞伎町1-19-1

03-6833-1702（レストラン直通）

割引対象レストラン
割引内容
ディナー時限定
１F イ
 タリアンレストランボンサルーテ
飲食料金より10％引き
KABUKI
（割引上限5,000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

・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

帝国ホテル

三光マーケティングフーズグループ

所在地：千代田区内幸町1-1-1

予約TEL 03-3539-8187（サール直通 ）
割引対象レストラン
本館17F インペリアルバイキングサール 要予約
優待期間：9月30日（月）まで（除外日あり。予約時にご確認ください。）
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。
※料金等詳細は全福センターホームページをご覧ください。
ホームページ https://www.zenpuku.or.jp グルメ「レストラン」→
「帝国ホテル東京」 ログインID kt
パスワード zenpuku

ニユートーキヨー

アラカルト時の飲食代金から20%または
10%割引（割引上限額3,000円）
宴会利用可、食べ放題・単品飲み放題・
ランチ利用不可。他券、他サービス券利用不可。
20%割引対象店舗 「きんくら酒場 金の蔵」「月の雫」「黄金の蔵」
「東京魚河岸バル 吉今」「バリバリ鶏」
「カフェ&ダイニング KinKura」
、「東方見聞録」
金の蔵Jr.金沢片町・青砥・名古屋駅西・静岡両替町・和
歌山駅前店はご利用いただけません。
10%割引対象店舗 「焼肉万里」「アカマル屋」「元祖壁の穴」
壁の穴京王モール店ではご利用いただけません。

飲食代金から10%割引（割引上限額10,000円） 平日のランチは利用不可、現金のみ
対象店舗：
「ニユー・トーキヨ―」「ミュンヘン」「TAPEO」「あぶりゃんせ 百干」「綴」「さがみ」
「庄屋」「五香路」「河岸番外地」「東京屋台」「七代目 卯兵衛」「やきとん・もつ串 とん」
「ハンバーグワークス」「くらま」「とんかつ ぴん」「灘の酒と和食 御影蔵」「銀座 桃杏樓」

