
　

TEL：03-3265-1111(代表)　URL:www.newotani.co.jp

〈ご予約・お問合せ先〉

　ホテルニューオータニ国内営業課

    23,000円 (税サ込)　(正規料金：39,404円)

　　e-mail : rm2sales@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。

　・１名様料金　*１室２名様ご利用時 ※特別料金につき、１日１０室限定とさせていただきます。

　　12,000円 (税サ込)　(正規料金：21,584円) ※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。

※除外日　2016年12月30日(金)～2017年1月3日(火)

◆ご朝食付ご希望の場合、お一人様2,500円(税サ込)
    (正規料金3,920円) にて承ります。

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  3,996円（税サ込）１１：００～２１：３０

ティー＆カクテル
GARDEN
LOUNGE

(ガーデンラウンジ)

03-5226-0246
ガーデンタワー ロビィ階

７：００～２２：００ ◎サービス料　通常10％⇒５％

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

<LUNCH>    １２：００～１４：００

　　　　　          (土・日・祝日のみ～１４：３０)

<DINNER>   １７：３０～２１：００
　

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

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

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

ビュッフェ
レストラン

TOWER BUFFET
（タワー・ビュッフェ）

(旧 トップ.)

03-3238-0023
ガーデンタワー　４０階

<LUNCH>　　　１１：３０～１４：００
<DINNER>      １７：３０～２１：００

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

カフェ＆バー
TOWER CAFÉ
(タワー・カフェ)
(旧 THE BAR)

03-3265-1111
ガーデンタワー　４０階

１７：００～２３：００
(２２：４５ L.O)

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

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　4,514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　6,000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
   

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・ファーストドリンク付　3,800円（税サ別）

　　ディナーコース　デザート・ファーストドリンク付　5,800円（税サ別）
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
    

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ピアノ生演奏(日曜除く 19：30～23：30)　カバーチャージ 通常540円⇒無料

〈上記レストラン(全店舗)特典ご利用除外日〉
　●年末年始、特別フェア開催期間を除く。詳しくは各店舗へお問い合せください。

KATO'S
DINING & BAR

（ｶﾄｰｽﾞ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ＆ﾊﾞｰ）

１１：３０～１４：３０
１７：００～２１：３０

（日祝１１：３０～２１:３０）

日本料理

バー Bar Capri
(バー カプリ)

03-3238-0035
 ザ・メイン　ロビィ階

１３：００～２５：００

天婦羅
天婦羅
ほり川

03-3221-4166
 ザ・メイン　ロビィ階

日本料理
ほり川

03-3221-4177
ザ・メイン　アーケード階

１１：３０～１４：３０
１７：００～２２：００

（土日祝　１１：３０～２１：３０）

ビュッフェレストラン

ビュッフェ＆バー

ダイニングバー

（日本料理）

日本料理

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

<LUNCH>　　　１１：３０～１４：００
<DINNER>     １７：００～２０：３０
<BAR>          １７：００～２２：００

03-3221-2857
ガーデンコート　ロビィ階

　　　　　　　特典がご利用いただけるお店・施設　

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

　・１名様料金　*１室1名様ご利用時

ステーキハウス

03-3238-0020
ガーデンタワー ４０階

<LUNCH>      １１：３０～１５：００
<DINNER>     １７：００～２１：００

西洋料理
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

sky BAR (ｽｶｲﾊﾞｰ)

THE Sky （ｻﾞ ｽｶｲ） <LUNCH>    １１：３０～１４：３０(L.O)
<DINNER>   １７：３０～２１：００(L.O)
　　(繁忙日は２部制)

<BAR>        １７：００～２３：００

03-3238-0030
ザ・メイン　１６階

<LUNCH>      １１：３０～１５：００
<DINNER>     １５：００～２１：３０

RIB ROOM
(リブルーム)

03-3238-0028
ザ・メイン　１７階

大観苑
(タイカンエン)

中国料理

03-3238-0026
ザ・メイン　アーケード階

ＳＡＴＳＵＫＩ
（サツキ）

03-5275-3177
 ザ・メイン　ロビィ階

カフェ・ラウンジ

<LUNCH>    １１：３０～１４：３０
<DINNER>   １７：３０～２２：３０(２１：３０ L.O)
<BAR>        １１：３０～２４：００

 TRADER VIC'S
(トレーダー

　　ヴィックス)

インターナショナル
料理

７：００～２４：００

ザ・メイン　スタンダードルーム(36㎡)　ツインまたはダブル

　　22,000円 (税サ込)　(正規料金：37,028円)

　・１名様料金　*１室２名様ご利用時

ザ・メイン　クオリティダブルルーム(26㎡)　ダブル

宿泊料金
　　16,000円 (税サ込)　(正規料金：25,742円)

  ・１名様料金　*１室1名様ご利用時

   　　　　　　＜対象期間：  2016年10月1日～2017年3月31日　＞

中国料理

BELLA  VISTA
(ベッラ・ヴィスタ)

03-3265-4707
ガーデンタワー ４階

　03-3221-2728 （日・祝を除く月～土曜日　9：00～17：00）

　コーヒー
　　　ショップ

西洋料理

ホテルニューオータニ

紀尾井友の会 会員様



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

03-3221-4029
ザ・メイン　アーケード階

１０：００～１９：００
◎ニューオータニ オリジナル商品のみ  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 TEL：03-3580-2311 (代表)　URL:www.akasaka-e.tokyuhotels.co.jp

〈平日〉  17：00～23：30 (L.O.=23：00) ◎紀尾井友の会会員スペシャルメニュー　　通常7,000円相当 → 4,800円（税サ込）

〈土・日・祝〉  17：00～23：00 (L.O.=22：30)    ［先付・お造り・煮物・メインディッシュ・ご飯物・デザート ］　グラスワイン１杯サービス

    ※前日までのご予約制

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

お食事をされた方にワンドリンク サービス

※除外日　2016年12月31日（土）～2017年1月5日（木）

03-3503-0874
４階

16：00～24：00 (L.O.=23:30) テーブルチャージ(おひとり様 570円) 無料

お食事をされた方にワンドリンク サービス

※除外日　2016年12月31日（土）～2017年1月5日（木）

月～金     〈ランチ〉    11：30～15：00 (L.O.=14:30)

               〈ディナー〉 17：30～22：00 (L.O.=21:30)

土・日・祝日 〈ランチ〉   11：30～15：00 (L.O.=14:30) ※除外日　2016年12月31日（土）～2017年1月5日（木）

　　　　   　　  〈ディナー〉17：00～22：00 (L.O.=21:30)

①会員様ご本人のみ、全メニューより10％引き

②下記メニューは、会員様1名につきご同伴者1名のご利用とさせていただきます。※要予約

　　（別途、消費税と、サービス料10％を頂戴いたします。）

 ○維新號ランチ　2,100円　　○維新號コース　5,000円　　○ウィークデー飲茶セット　1,700円

 ○ホリデー飲茶セット　2,600円(土・日・祝)　　○ディナーコース　10,000円より

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

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

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

※除外日　2016年12月20日（火）～12月31日（土）

〈Brasserie〉

月～土　11：30～14：00（L.O.）/18：00～23：00（L.O.22：00）

日・祝　　11：30～14：00（L.O.）/18：00～22：00（L.O.21：00）

〈Cafe〉

月～土　10：00～23：00（L.O.22：30）

日・祝　　10：00～22：00（L.O.21：30）

〈Boulangerie〉

月～土　10：00～23：00

日・祝　　10：00～22：00

【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。

カフェ アントニオ
03-5379-0388

アトレ四谷２階

〈LUNCH〉  10：00～17：00

〈DINNER〉 17：00～22：00 (L.O. 21：30)

オーバカナル

AUX BACCHANALES
紀尾井町

03-5276-3422
新紀尾井町ビル１階

お食事ご利用のお客様に限りウェルカムドリンク（メニューより選択）
をサービス

                    中国料理

          「星ヶ岡」
03-3503-0871

2階

お食事をされた方にワンドリンク サービス

中国料理

赤坂維新號
03-3261-2213
http://www.akasaka-

ishingo.jp

〈月～金〉    １１：３０～１５：００ (L.O.)
　　　　　　　　１７：００～２１：４５ (L.O.)
〈土〉          １１：３０～２１：４５ (L.O.)
〈日・祝〉　　 １１：３０～２０：４５ (L.O.)

ザ・キャピトルホテル 東急

オールデイダイニング

「ORIGAMI」
03-3503-0872

３階
         〈ランチ〉    11：00～14：30 (L.O.)
         〈ディナー〉 18：00～21：30 (L.O.)

     ザ・キャピトル バー

　　　　 　日本料理

　　　　 　　 　「水簾」(すいれん）

03-3503-0873
３階

 　　〈ランチ〉    11：30～15：00 (L.O.=14:30)
　　 〈ディナー〉 17：30～22：00 (L.O.=21:30)

カジュアルレストラン

赤坂スクエアダイニング
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)

ご飲食代 10％OFF

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 ※紀尾井友の会会員スペシャルメニューのみ

                                    　　   L.O.=22:00

ホテルニューオータニ その他の施設

フラワーショップ レインボウ
03-3221-4187

 ザ・メイン店　ロビィ階
ザ・メイン店　９：００～２０：００ ◎生花のみ販売価格の５％引き



東京ガーデンテラス紀尾井町の1階と3階、そして35階～36階にあるザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町(ホテル)の

レストランが新しく特典店に加わりました。この機会にぜひご利用ください。

【カンティコ】
 03-6256-9786
【インカンティーナ】
 03-6256-9752
　紀尾井テラス ３階

焼肉 神楽坂 翔山亭 03-5226-2929
紀尾井テラス ３階

　　　　 （平日）    11：00～14：30(LO 14：00)
　　　　 　　　　　   17：00～23：30(LO 23：00)
     　  （土休日） 11：00～15：00(LO 14：30)
　　　　              15：00～23：00(LO 22：30)

一品料理サービス

すき焼き
しゃぶしゃぶ 人形町今半 03-3237-5800

紀尾井テラス ３階

　　　　  (平日)　　 11：00～15：00
　　　　　　　　　　　 17：00～22：00(LO 21：00)
　　　　 (土休日)　 11：00～22：00(LO 21：00)

ワンドリンクサービス

 ※上記は2016年10月現在の内容となります。
 ※東京ガーデンテラス紀尾井町３階（達磨坂テラス）の表記対象店舗にてサービス特典をご用意しております。
 ※年末年始の営業および営業時間については各店にお問い合わせください。
 ※会員特典は予告なく変更となる場合がございます。
 ※会員証のご提示はご注文の際とお会計の前にお願いいたします。

レストラン
カフェ＆バー

GARB
CENTRAL

ガーブ セントラル

03-5275-1210
紀尾井テラス １階

<モーニング> 8：00～10：45L.O.
<ランチ> 11：00～15：00L.O.
<ディナー> 平日18：00～22：30L.O.23：30ｸﾛｰｽﾞ
　　　　　　　 土日祝18：00～22：00L.O.23：00ｸﾛｰｽﾞ

※12月31日、1月1日休み
　　1月2日、3日 モーニング休み
　　　　　　　　　　 ランチ通常営業
　　　　　　　　　　 ディナー20：00L.O. 21：00ｸﾛｰｽﾞ
    1月4日～通常営業

●ランチ利用でセットドリンクサービス
　　［コーヒー（Hot or Iced)、紅茶（Hot or Iced)、オレンジジュース、
　　グレープフルーツジュース、コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶］

●ディナー利用でドリンク１杯サービス
　　［ソムリエセレクトワイン（赤または白） もしくは 生搾りオレンジジュース
　　　または生搾りグレープフルーツジュース］

 <朝食> 6：30A.M.～10：00A.M. / 

 <喫茶> 10：00A.M.～11：30A.M.

 <ランチ> 11：30A.M.～3：30P.M. / 

 <喫茶> 3：30P.M.～5：30P.M.

 <ディナー>  5：30P.M.～11：00P.M.

※会員証のご提示はご注文の際とお会計の前にお願いいたします。

バータイム カバーチャージ無料

         　　　ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（ホテル）    　TEL：03-3234-1111(代表)　 URL:www.princehotels.co.jp/kioicho

WASHOKU
蒼天 SOUTEN

 〈レストラン予約〉

 TEL:03-3234-1136

〈受付時間〉
 (平日)
 10：00A.M.～8：00P.M.
 (土休日)

 10：00A.M.～7：00P.M.

 （代表）

 TEL：03-3234-1111

 <ランチ>    11：30A.M.～3：30P.M.
 <ディナー>  5：30P.M.～10：00P.M.

お食事利用のお客さま
グラスドリンク1杯サービス

All-Day Diniｎg
OASIS GARDEN

お食事ご利用のお客様
グラスドリンク1杯サービス(朝食時除く)

Sky Gallery Lounge
Levita

 <喫茶>    11：00A.M.～5：00P.M.
 <バータイム>   5：00P.M.～1：00A.M.

バータイム カバーチャージ無料

The Bar Illumiid

天ぷら・和食
割烹天ぷら

紀尾井町 ささ樹
03-6256-9972
紀尾井テラス ３階

11：00～14：30(LO 14:00)
17:30～22：00(LO 21:30)

ワンドリンクサービス

  5：00P.M.～0：00MID

割烹小料理 銀座 㐂いち 03-6256-9663
紀尾井テラス ３階

11：00～15：00(LO 14:30)
17:00～22：30(LO 22:00)

季節の一品小皿、もしくは ワンドリンクサービス

フレンチ ル・ファヴォリ 03-6272-3734
紀尾井テラス ３階

11：00～15：30(LO 14:30)
17:30～23：00(LO 21:30)

ご利用代金の10％OFF

和食・おでん 万ん卯 03-6256-9767
紀尾井テラス ３階

11：00～13：30(売切終了)
17:00～22：00(LO 21:30)

ワンドリンクサービス

イタリアン
カンティコ／

インカンティーナ
11：00～15：00(LO 14:00)
17:00～24：00(LO 21:00)

ウェルカムドリンク人数分サービス

広東料理
ザ・シノワ テイスト

オブ カントン
03-6256-9881
紀尾井テラス ３階

11：00～15：00(LO 14:30)
17:30～22：30(LO 21:30)

コース料理のご利用で10％OFF

              東京ガーデンテラス紀尾井町                                   TEL：03-3228-5500(代表)　URL:www.tgt-kioicho.jp

お知らせ

（35階）

（36階）

（35階）

（35階）



       〈 近 隣 地 図 〉

＜友の会に関するお問い合せ＞

紀尾井友の会事務局（10時～17時、土･日･祝 休）

TEL:03-5276-4540


