紀尾井友の会 会員様

特典がご利用いただけるお店・施設
ホテルニューオータニ

〈対象期間〉
2013年10月1日～2014年3月31日

TEL：03-3265-1111(代表) URL:www.newotani.co.jp
ザ・メイン クォリティダブルルーム(26㎡) ダブル
・１名様料金 *１室1名様ご利用時
21,000円 (税サ込) (正規料金：38,315円)
ザ・メイン スタンダードルーム(36㎡) ツインまたはダブル
・１名様料金 *１室２名様ご利用時
15,500円 (税サ込) (正規料金：25,032円)

〈ご予約・お問合せ先〉
ホテルニューオータニ宿泊営業開発課
03-3221-2728 （祝日を除く月～土曜日 9：00～17：30）
e-mail : sales-kaihatsu@newotani.co.jp

※ご予約の際に「①紀尾井友の会会員の旨と
②紀尾井友の会会員番号」をお伝えください。

ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3㎡) ツインまたはダブル

宿泊料金

・１名様料金 *１室２名様ご利用時
11,500円 (税サ込) (正規料金：20,990円)
・１名様料金 *１室1名様ご利用時
17,000円 (税サ込) (正規料金：36,005円)
※特別料金につき、１日１０室限定とさせていただきます。
※上記以外のお部屋もご用意しておりますのでお問合せください。
※除外期間 2013年12/30（月）～2014年1/3（金）

◆ご朝食付ご希望の場合、お一人様2,000円(税サ込)
(正規料金3,812円) にて承ります。
カフェ・ラウンジ

カフェ＆
ダイニング

ＳＡＴＳＵＫＩ
（サツキ）

ザ・メイン ロビィ階

ティー＆カクテル

GARDEN
LOUNGE

ガーデンタワー ロビィ階

(ガーデンラウンジ)

03-5275-3177

03-5226-0246

６：００～２４：００

①サービス料 通常10％⇒５％
②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料
③紀尾井友の会会員特別メニュー（要予約）
前菜、メイン、デザート、コーヒー付 3,885円（税サ込）１１：００～２１：３０
④ケーキセット 通常1,386円 → 1,155円（税サ込）
＜９種類の中からお好きなケーキ１個＋コーヒーｏｒ紅茶＞１１：００～２４：００

７：００～２２：００

◎サービス料 通常10％⇒５％

西洋料理
インターナショナル
料理

TRADER VIC'S
(トレーダー
ヴィックス)

イタリアン

RISTORANTE
BELLA VISTA
(リストランテ
ベッラヴィスタ)

ステーキハウス

RIB ROOM
(リブルーム)

03-3265-4707
ガーデンタワー ４階

<LUNCH> １１：３０～１４：３０
<DINNER> １７：００～２２：００
<BAR>
１１：３０～２５：００
<LUNCH>

03-3238-0020
ガーデンタワー ４０階

①サービス料 通常10％⇒５％
②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料

１１：３０～１４：００

①サービス料 通常10％⇒５％

(土・日・祝日のみ～１４：３０)

②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料

<DINNER> １７：３０～２１：００
※火曜定休

※特別フェア開催期間、及び12/31～1/3を除く。詳しくは店舗へお問い合わせください。

<LUNCH>

ザ・メイン アーケード階 <DINNER>

１１：３０～１５：００
１７：００～２１：００

①サービス料 通常10％⇒５％
②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料

ザ・メイン １６階

<LUNCH>
<DINNER>

１１：３０～１５：００
１５：００～２１：３０

①サービス料 通常10％⇒５％
②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料

03-3238-0028

<LUNCH>
<DINNER>

１１：３０～１４：００
１７：３０～２１：００

03-3238-0026

中国料理
チャイニーズ
キュイジーヌ

Taikan En
(タイカンエン)

03-3238-0030

ビュッフェレストラン
THE Sky （ｻﾞ ｽｶｲ）
ビュッフェ＆バー

sky BAR (ｽｶｲﾊﾞｰ)
ビュッフェ
レストラン

Top of the Tower
（ﾄｯﾌﾟ ｵﾌﾞ ｻﾞ ﾀﾜｰ）

ザ・メイン １７階

(繁忙日は２部制)

<BAR>

１７：００～２３：００

<LUNCH>

ガーデンタワー ４０階 <DINNER>

１１：３０～１４：００
１７：３０～２１：００

<LUNCH>
<DINNER>
<BAR>

１１：３０～１４：００
１７：００～２０：３０
１７：００～２２：００

03-3238-0023

◎サービス料 通常10％⇒無料
◎ランチビュッフェ 5,040円→4,200円 （税サ込）
◎ディナービュッフェ 7,875円→6,500円 （税サ込）
※12/21～25、12/31～1/3を除く。

日本料理
ダイニングバー
（日本料理）

日本料理

天婦羅

KATO'S
DINING & BAR
（ｶﾄｰｽﾞ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰ）

日本料理
ほり川

天婦羅
ほり川

03-3221-2857
ガーデンコート ロビィ階

03-3221-4177
ザ・メイン アーケード階

03-3221-4166
ザ・メイン ロビィ階

①サービス料 通常10％⇒５％
②会員証と当日のチケットご提示の方はサービス料 通常10％⇒無料
※12/31～1/3を除く。

１１：３０～１４：３０
１７：００～２２：００
（土日祝 １１：３０～２１：３０）

①紀尾井友の会会員特別メニュー（要予約）
ランチ 華弁当 デザート・コーヒー付 4,389円（税サ込）
ディナー お気軽会席 デザート・ファーストドリンク付 5,500円（税サ込）
②通常メニューご利用の方
ランチタイムはコーヒー１杯、ディナータイムはファーストドリンクのサービスあり

１１：３０～１４：３０
１７：００～２１：３０
（日祝１１：３０～２１:３０）

①紀尾井友の会会員特別メニュー（要予約）
ランチコース デザート・コーヒー付 4,389円（税サ込）
ディナーコース デザート・ファーストドリンク付 6,699円（税サ込）
②通常メニューご利用の方
ランチタイムはコーヒー１杯、ディナータイムはファーストドリンクのサービスあり

紀尾井友の会 会員様

特典がご利用いただけるお店・施設

〈対象期間〉
2013年10月1日～2014年3月31日

ホテルニューオータニ その他の施設
美術館

ニューオータ
ニ
美術館

フラワーショップ

レインボウ

03-3221-4111
ガーデンコート ６階
03-3221-4187 ザ・メイン売店ＴＥＬ
ザ・メイン売店 本店 ロビィ階
サンローゼ売店 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰ１階

ニューオータニ
オリジナル商品

ニューオータ
ニショップ

１０：００～１８：００（入館は１７：３０迄）
※月曜休館(祝祭日開館、翌日休館)
展示替期間中休館

メイン売店 ９：００～２０：００
サンローゼ売店１１：００～1９：００

03-3221-4029

１０：００～１９：００

ザ・メイン アーケード階

◎入館料 一般 500円（企画展など内容により料金変動）が
会員証提示で100円引き
◎生花のみ販売価格の５％引き

◎お会計より１０％引き(ご配送の場合は、別途送料をいただきます)

赤坂エクセルホテル東急
カジュアルレストラン

赤坂スクエアダイニング

TEL：03-3580-2311 (代表) URL:www.akasaka-e.tokyuhotels.co.jp

03-3580-2331
３階

〈平日〉 6：00～24：00 (L.O.=23：30)
〈土・日・祝〉 6：00～22：00 (L.O.=21：30)

◎サービス料 無料（10％OFF ）もしくは ◎スパークリングワイン 1杯サービス

※年末年始の営業時間については
要問い合わせ

※除外期間 2013年12/21（土）～12/25（水）、2013年12/31（火）～2014年1/1（水）

〈平日〉 17：00～23：30 (L.O.=23：00)
レストラン＆バー

赤坂ジパング
スーパーダイニング

03-3580-3661
１４階

お食事をご利用のお客様に限り、下記の特典のどちらかをお選びいただけます。

〈土・日・祝〉 17：00～23：00 (L.O.=22：30)
※紀尾井友の会会員スペシャルメニューのみ

L.O.=22:00

◎紀尾井友の会会員スペシャルメニュー 通常5,775円相当 → 4,000円（税サ
込）
［季節の先付・本日のメインディッシュ（魚料理 又は 肉料理）・本日のご飯物
季節のアイス ］ グラスワイン１杯サービス
※除外期間

ザ・キャピトルホテル 東急
オールデイダイニング

「ORIGAMI」
ザ・キャピトル バー

TEL：03-3503-0109 (代表) URL:www.capitolhoteltokyu.com

03-3503-0872
３階

03-3503-0874
４階

〈ランチ〉11：00～14：30 (L.O.)
〈ディナー〉18：00～21：30 (L.O.)

16：00～23：30 (L.O.)

03-3261-2213

〈月～金〉

赤坂維新號

http://www.akasakaishingo.jp

〈土〉
〈日・祝〉

１１：３０～１５：００ (L.O.)
１７：００～２１：４５ (L.O.)
１１：３０～２１：４５ (L.O.)
１１：３０～２０：４５ (L.O.)

〈月～金〉カフェタイム

〈店舗リニューアル〉

テーブルチャージ(おひとり様 577円) 無料

①全メニューに対するお会計トータルより10％引
②下記メニューは２名様よりご利用いただけます。(税込・サ別) ※要予約
○維新號ランチ 2,205円

○維新號コース 5,250円

○ウィークデー飲茶セット 1,785円

○ディナーコース 8,400円より

○ホリデー飲茶セット 2,728円(土・日・祝)

9：30～18：00

ディナータイム 18：00～22：30
（フード L.O. 21:30 / ドリンク L.O. 22：00)

03-3234-2626

お食事をされた方にワンドリンク サービス
※除外期間 2013年12/21（土）～2014年1/5（日）

※除外期間 2013年12/21（土）～2014年1/5（日）

中国料理

ペシャワール

※要予約

2013年12/22(日)～12/25(水)、2013年12/31(火)～2014年1/3(金)

〈土・日・祝〉 9：30～18：00（L.O. 17：30）

ホテルニューオータニ内
【紀尾井友の会 会員限定 プチディナーは
ザ・メイン アーケード階

新設

◎「紀尾井友の会 会員限定 プチディナー」 2,800円（税込）
［ 前菜3種盛り・選べるパスタ・デザート・お好きなドリンク1杯 ］

17：30～ご利用いただけます】

※2013年12/28（土）～2014年1/10（金）は

※17：30～ご利用可

カフェタイムのみ営業
①ランチタイムのお食事で、自家製サングリア又はソフトドリンク 1杯サービス

03-5379-0388

〈LUNCH〉 10：00～17：00

②ディナータイムのお食事で、メニューよりお好きなお飲物 1杯サービス

アトレ四谷２階

〈DINNER〉 17：00～22：00 (L.O. 21：
30)

③ディナータイムのみ、会員証と当日のチケットご提示で、食後にデザートプレート
サービス

カフェ アントニオ

※除外期間 2013年12/20（金）～12/25（水）

【お願い】
・ご利用の際は事前に会員証の提示をお願いいたします。また会員特別メニューにつきましては事前の予約が必要なものがあります。
・他カードなどの特典との併用、又各サービス内容の併用はできません。
・詳細は各お店・施設にお問い合わせください。
・店舗情報・メニューは変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

