
慶應義塾内各施設のご案内

WEB  http://www.keiocard.com/     TEL  03-3453-3854

慶應カードでは、各カード会社が提供する会員向けサービスとあわせて慶應カード独自の優
待サービスをご提供しております。この冊子に掲載している情報は2013年2月現在のもので
す。独自サービスについての最新情報や各協力店での優待内容の詳細につきましては慶應カ
ードWebサイトをご覧いただくか慶應カード事務局までご確認ください。

慶應カード
独自SERVICE GUIDE

2013年度版

下記の図書館所蔵の図書・資料を館内でご利用いただけます。
三田メディアセンター（慶應義塾図書館） ................................  TEL  03-5427-1654
日吉メディアセンター（日吉図書館） ..........................................  TEL  045-566-1038
理工学メディアセンター（松下記念理工学図書館） ..............  TEL  045-566-1477
信濃町メディアセンター（北里記念医学図書館） ..................  TEL  03-5363-3725
湘南藤沢（SFC）メディアセンター  ..............................................  TEL  0466-49-3429
薬学メディアセンター（芝共立薬学図書館） ...........................  TEL  03-5400-2679
＊図書館受付で慶應カードをご提示ください。＊ご本人とご家族会員の方はご入館できますが、そのほかのご家族、および学生用
慶應カードでのご入館はできません。＊図書館により、開館日程、開館時間帯、入館手続きなどが異なる場合がありますので、上
記連絡先もしくは図書館ホームページにてご確認の上、ご来訪ください。WEB  http://www.lib.keio.ac.jp/jp/libraries/

義塾図書館（メディアセンター）のご利用

慶應義塾大学病院正面入口や北里病院にあるお花屋さんでも慶應カードの優待が受けられます。
●慶應病院店（信濃町キャンパス内） .................................................................................. TEL  03-3353-4187
●北里大学病院店 ....................................................................................................................... TEL  042-778-8220
　〒228-0829　神奈川県相模原市北里1-15-1
●割引率　５％（お買い上げ代金3,000円以上）　＊ただし、お持ち帰り・病院内配達分に限ります。

花喜太

●「慶應カードニュース」のご送付
塾内ニュースや季節のサービスなどが満載の会報誌「慶應カードニュース」を年１回はご自宅までお届け、
その他の２回は電子雑誌にて配信しています。WEB   http://www.keiocard.com/member/card_news/

●「慶應カードマガジン」の発行
最新のサービス情報やカードをご利用になるときのワンポイントなどをご案内する「慶應カード
メールマガジン」を発行しています。ご登録は下記からどうぞ。
WEB  塾員・教職員の方 ▶ http://www.keiocard.com/mag/
 塾生の方 ▶ http://www.keiocard.com/smag/

最新情報のご提供

ミュージカル・お芝居などのチケットをご優待価格にて慶應カード会員の方に販売いたします。
ご購入にはオンラインショップ、または「慶應カードニュース」添付の申込書等所定の様式のもの
をご利用ください。WEB   http://www.keiocard.com/shop/

ご優待チケットの販売

『第208回定期演奏会』2013年 2月24日（日）サントリーホール　大ホール
指揮：  大河内雅彦　曲目：リスト／交響詩『プロメテウス』・ワーグナー／楽劇『トリスタンと

イゾルデ』より前奏曲と「愛の死」・プロコフィエフ／ 交響曲第５番

ご参考：
平成24年度

『第138回定期演奏会』（予定）2013年11月17日（日）昭和女子大学人見記念講堂
指揮： 佐藤正浩，村山俊介（学生）
曲目：  草野心平作詩，多田武彦作曲／男声合唱組曲『草野心平の詩から』

谷川俊太郎作詩，松本望作曲／男声合唱とピアノのための『天使のいる構図』
宮本益光作詞，加藤昌則作曲／男声合唱のための合唱詩『ふなたび』（仮）【委嘱初演作品】
ワーグナー作詞・作曲／オペラ『ローエングリン』より

（慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ／慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団）
●応募方法・応募先・お問い合わせ先につきましては上記スポーツ戦と同じです。
　＊ただし、宛先は慶應カード「ワグネルオーケストラ」或いは「男声合唱団」チケット係としてください。
―ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ定期演奏会―
抽選で20組（40名）の方にチケットをプレゼントいたします。　　
●応募期間　毎年12月～１月頃。詳細は冬の慶應カードニュースやメールマガジンにてご確認ください。
●抽選発表　締切日から１週間前後に返信はがき発送をもってお知らせいたします。
＊ご提供いただきました個人情報は、抽選結果のご送付およびチケットの発送に利用いたします。

コンサートへのご招待

下記のレストランでは慶應カードのご提示で割引優待を受けられます。
●三田キャンパス　ファカルティクラブ … TEL  03-5442-3296　社中交歡 萬來舍 … TEL  03-3453-5661
●日吉キャンパス　慶應義塾日吉ファカルティラウンジ … TEL  045-562-7882
●信濃町キャンパス 百花百兆 … TEL  03-3359-3437
●割引率　飲食料金５％
＊除外事項がある場合もございますので、詳細については各レストランにお問合せください。

キャンパス内レストランのご利用

＊ご提供いただきました個人情報は、抽選結果のご送付およびチケットの発送に利用いたします。

●応募方法  往復はがきで往信用に住所、氏名、塾員番号（カード券面左下番号９桁）、カード会
社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入の上、お申込ください。お１人様１通の
みのご応募となります。２通以上お申込の場合は無効となりますのでご注意ください。

●応募先 〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）
 慶應カード「慶早戦（該当スポーツ名）チケット」係
●抽選発表 締切の翌月５日前後に、返信はがき発送をもってお知らせいたします。
●お問合せ先 慶應義塾（慶應学術事業会）慶應カード事務局　 TEL  03-3453-3854

大学スポーツ（慶早戦）へのご招待

野球戦
抽選で50組（100名）の方に内野自由席チケットをプレゼントいたします。
●応募期間  ＊春季早慶戦　４月１日～４月30日（必着）ご招待は第２回戦

＊秋季早慶戦　９月１日～９月30日（必着）ご招待は第２回戦

◆WAO資格カレッジ ◆レンタル自習室「サクセス・ロード茅場町」

●グランデスク東京 ●グランデスク新宿
■会員制有料自習室グランデスク

●乗馬クラブ・クレイン仙台泉パークタウン
●乗馬クラブ・クレイン仙台海岸公園
●乗馬クラブ・クレイン栃木
●乗馬クラブ・クライン竜ヶ崎
●乗馬クラブ・クレイン茨城
●乗馬クラブ・クレイン千葉
●乗馬クラブ・クレイン東京
●乗馬クラブ・クレイン神奈川
●乗馬クラブ・クレイン恵那
●乗馬クラブ・クレイン三重
●乗馬クラブ・クレイン京都

●乗馬クラブ・クレイン山口
●乗馬クラブ・クレイン大阪
●乗馬クラブ・クレイン奈良
●乗馬クラブ・クレインオリンピックパーク
●乗馬クラブ・クレイン福岡
●乗馬クラブ・クレイン湯布院
●東武乗馬クラブ＆クレイン
●乗馬クラブ・クレイン伊奈
●ヴィテン乗馬クラブ＆クレイン金沢
●名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
●ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川

●両備乗馬クラブ・クレイン岡山
●乗馬クラブ・クレイン倉敷
●服部緑地乗馬センター
●MRC乗馬クラブ＆豊栄
●MRC乗馬クラブ広島
●MRC乗馬クラブ松山
●TRC乗馬クラブ高崎
●SRC狭山乗馬センター
●HAS浜松乗馬クラブ
●M&S乗馬クラブ

■乗馬クラブクレイン

◆星の王子さまミュージアム　
箱根サン＝テグジュペリ
◆相田みつを美術館

◆フジヤマミュージアム
◆箱根ラリック美術館
◆箱根ポーラ美術館

◆三井記念美術館
◆三菱一号館美術館

●クロワッサンプレミアム
●カーサブルータス
●ギンザ
●ポパイ

●クウネル
●クロワッサン
●ハナコ
●ターザン

●ブルータス
●リップス

■マガジンハウス

●富士急ハイランド
●ぐりんぱ
●さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
●初島アイランドリゾート
●富士ゴルフコース
●カントリークラブ・グリーンバレイ
●ゴルフパークBandi（バンディ）
●大富士ゴルフ場

●あだたら高原スキー場
●スノータウンYeti（イエティ）
●河口湖・本栖湖遊覧船
●山中湖遊覧船
●天上山公園 カチカチ山ロープウェイ
●富岳風穴・鳴沢氷穴
●ふじやま温泉

■FUJIYAMA倶楽部

●苫小牧ゴルフリゾート72（エナミゴルフクラブ／アイリスゴルフクラブ）　●鴨川シーワールド
■グランビスタホテル＆リゾート

●週刊ダイヤモンド
●ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー

●ダイヤモンド・Zai
■ダイヤモンド社

●ふたばクラブ ●麻布会
■双葉教育

●デジタルハリウッド東京本校（御茶ノ水）
●デジタルハリウッド大阪校（梅田）
●デジタルハリウッド渋谷校

●デジタルハリウッド福岡校
●デジタルハリウッドSTUDIO新宿
●デジタルハリウッドSTUDIO横浜

■デジタルハリウッド（Web・アプリ・3DCG・映像・グラフィックを学ぶ専門スクール）

慶應カード事務局では、会員の皆様にさらに慶應カードを便利に使って頂けるよう協力店に
新たにご参加頂ける皆様を募集いたしております。ご興味・ご関心がございましたら、下記
ページをご確認頂き事務局までご連絡頂ければ幸いです。ご連絡お待ちいたしております。
WEB  http://www.keiocard.com/search/introduction.html

新規協力店を募集しております

慶應義塾（株式会社慶應学術事業会）
慶應カード事務局
〒108-8345　東京都港区三田二丁目15 番45 号
TEL  03-3453-3854　 FAX  03-3457-9633
WEB  http://www.keiocard.com/
E-mail  info@keiocard.com

ラグビー戦
抽選で10組（20名）の方にチケット（一般自由席）をプレゼントいたします。
●応募期間 ９月１日～９月30日（必着）
●試合日時・場所 11月23日（祝日）、秩父宮ラグビー場にて

アメリカンフットボール対校戦
抽選で20組（40名）の方にチケットをプレゼントいたします。
●応募期間 ３月１日～３月31日（必着）
●試合日時・場所  ５～６月の土曜日または日曜日、祝日のいずれかに開催予定。

３月１日以降お電話でお問合せください。

「福澤諭吉著作集」（全12巻）をはじめ、慶應義塾大学出版会刊行物が割引になります。（ウェブサイトでのお買い上げの場合）
●購入方法  慶應カードをお持ちの方は、当社ウェブサイト（http://www.keio-up.co.jp）でのアカウント

情報登録時に、「慶應カードを持っている」にチェックしていただき、ご卒業年度、ご卒業学部、
塾員番号をご記入下さい。慶應カード会員の確認を行った後、割引価格で決済いたします。

●割引率　5% ●ご購入金額にかかわらず送料無料（一部除外書籍あり）
●お問合せ先  慶應義塾大学出版会株式会社　〒108-8346 東京都港区三田2-19-30

TEL  03-3451-3584　WEB  http://www.keio-up.co.jp/
※塾員専用の読書クラブ「KEIO BOOK CLUB」（http://www.keio-up.co.jp/kbc/）
 　へご登録いただくことで、さらに割引や特典がございます。

慶應義塾大学出版会刊行物の割引

慶應丸の内シティキャンパスが開催する講演会・ビジネスプログラムなどの参加費が割引になります。
●割引率　10％　
＊慶應カード会員の方が個人でお支払い場合に限ります。＊慶應義塾大学ビジネス・スクール共催等一部のプログラムを除きます。

●お問合せ先　㈱慶應学術事業会　慶應丸の内シティキャンパス
TEL  03-5220-3111　WEB  http://www.keiomcc.com/

慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）の受講 共通

慶應義塾公式グッズをコミュニケーション・プラザ（日吉キャンパス協生館２階）または、創立150年記念事業室（三
田キャンパス北館２階）にて、お買い上げの際、慶應カードをご提示いただいた方に粗品をプレゼントいたします。
＊インターネットでご購入いただく場合は対象外とさせていただきます。

●お問合せ先　慶應義塾コミュニケーション・プラザ  TEL  045-564-2544　WEB  http://keiogoods.jp/

慶應義塾公式グッズのご紹介 共通

慶應カード会員にオリジナルタオルをプレゼントいたします。
●所在地 〒949-2102　新潟県妙高市大字田切219-7　 TEL  0255-87-3900　 FAX  0255-87-3905
●お問合せ先 慶應義塾大学医学部三四会　赤倉山荘管理事務室（医学部内）
 TEL  03-3359-0227　または現地・赤倉山荘へお問合せください。

《参考》赤倉山荘は平成６年に新築開荘した40人用ロッジです。塾に関係のある方々は
どなたでもご利用になれます。
塾員・教職員の利用料（１泊２食付、税込）
冬期（12月～３月）7,500円　夏期（左記以外）6,500円
 ＊その他の方のご利用料、また申込方法等は上記お問合せ先にご確認ください。
WEB  http://www.sanshikai.jp/

慶應義塾大学赤倉山荘のご利用 共通

共通

塾員・教職員カード／学生カード共通のサービスです。
マークのないものは塾員・教職員カードをお持ちの方のみのサービスとなります。
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お問い合せ先

New!

教育施設・教養関連・雑誌購読

レジャー施設

文化施設

＊ご提供いただきました個人
情報は、メールマガジンの
ご提供に利用いたします。

―慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団定期演奏会―
抽選で20組（40名）の方にプレゼントいたします。
●応募期間  毎年９月～12月頃。詳細は夏の慶應カードニュースやメール

マガジンにてご確認ください。
●抽選発表 締切日から１週間前後に返信はがき発送をもってお知らせいたします。

New!

ご
参
考

共通



「慶應カード」の趣旨にご賛同頂きました皆様のご協力により、下記の協力店
で「慶應カード」独自サービスが受けられます。なお、サービスをご利用にな
る場合にはあらかじめ「慶應カード」をご呈示いただきますようお願い申し上
げます。

協力店一覧

●札幌グランドホテル
●札幌パークホテル
●ホテル大阪ベイタワー
●熊本ホテルキャッスル
●旭川グランドホテル

●ホテルコムズ銀座
●ホテルコムズ福岡　
●章月グランドホテル
●黒部観光ホテル
●白良荘グランドホテル

●鴨川シーワールドホテル
●ホテルゆもと登別
●ホテル・ザ・ルーテル
●エアラインホテル

■グランビスタホテル＆リゾート

●海鮮料理 サゴー浪漫館 ●創作フレンチ マリポーサ
■サゴーエンタプライズ

●三井ガーデンホテル銀座プレミア
●三井ガーデンホテル汐留イタリア街
●三井ガーデンホテル四谷
●三井ガーデンホテル蒲田
●三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

●三井ガーデンホテル千葉
●三井ガーデンホテル柏
●三井ガーデンホテル船橋ららぽーと
●三井ガーデンホテル京都三条
●三井ガーデンホテル京都四条

●三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
●三井ガーデンホテル岡山
●三井ガーデンホテル広島
●三井ガーデンホテル熊本

■三井ガーデンホテルズ

●東京第一イン八戸
●東京第一イン八戸アネックス
●モンタナリゾート（宮城）
●東京第一ホテル鶴岡
●東京第一ホテル米沢
●第一ホテル東京
●第一ホテルアネックス
●レム日比谷
●銀座クレストン
●レム秋葉原
●第一ホテル東京シーフォート
●第一ホテル両国
●第一イン池袋
●吉祥寺第一ホテル　
●第一イン湘南
●万代シルバーホテル（新潟市）
●富山第一ホテル

●第一イン新湊
●ホテルコンコルド浜松
●東京第一ホテル錦（名古屋市）
●ホテルボストンプラザ草津
●京都新阪急ホテル
●ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ
●天橋立ホテル
●ホテル阪急インターナショナル
●大阪新阪急ホテル　
●新阪急ホテルアネックス
●ホテル阪神
●大阪第一ホテル
●梅田OSホテル
●千里阪急ホテル
●ホテル阪急エキスポパーク
●宝塚ホテル
●六甲山ホテル

●ノボテル甲子園
●有馬ビューホテルうらら
●真庭リバーサイドホテル
●呉阪急ホテル
●東京第一ホテル下関
●高松国際ホテル
●ホテルクレメント徳島
●ザ　クラウンパレス新阪急高知
●東京第一ホテル松山
●今治国際ホテル
●タカクラホテル福岡
●レム鹿児島
●東京第一ホテルオキナワ
グランメールリゾート
●東京第一ホテル那覇シティ
リゾート

■阪急阪神第一ホテルグループ

●札幌エクセルホテル東急
●札幌東急イン
●帯広東急イン
●釧路東急イン
●ホテルグランデコ
●成田エクセルホテル東急
●ザ・キャピトルホテル  東急
●赤坂エクセルホテル東急
●新橋愛宕東急イン
●大森東急イン
●羽田エクセルホテル東急
●渋谷東急イン
●セルリアンタワー東急ホテル
●渋谷エクセルホテル東急
●吉祥寺東急イン
●横浜ベイホテル東急

●新潟東急イン
●富山エクセルホテル東急
●金沢エクセルホテル東急
●上田東急イン　
●松本東急イン
●蓼科東急リゾート
●白馬東急ホテル
●伊豆今井浜東急リゾート
●下田東急ホテル
●名古屋東急ホテル
●名古屋栄東急イン
●京都東急ホテル
●大阪東急イン
●新大阪江坂東急イン
●ヴィアーレ大阪
●神戸東急イン

●ホテル東急ビズフォート神戸元町
●和歌山東急イン
●松江東急イン
●ホテル東急ビズフォート広島
●下関東急イン
●徳島東急イン
●高松東急イン
●松山東急イン
●小倉東急イン
●博多エクセルホテル東急
●ホテル東急ビズフォート博多
●熊本東急イン
●鹿児島東急イン
●ホテル東急ビズフォート那覇
●宮古島東急リゾート

■東急ホテルズ

●ホテル椿山荘東京
●箱根ホテル小涌園

●伊東小涌園
●ホテル鳥羽小涌園

●京都国際ホテル
●ホテルフジタ奈良

■藤田観光グループ

●あだたら高原富士急ホテル
●ホテルマウント富士

●ハイランドリゾートホテル＆スパ
●熱海シーサイド・スパ＆リゾート

●PICA
■FUJIYAMA倶楽部

●ウェスティン ナゴヤキャッスル ●ホテルキャッスルプラザ ●トヨタキャッスル
■ナゴヤキャッスルグループ

●舘山寺サゴーロイヤルホテル
■サゴーエンタプライズ

●リーガロイヤルホテル大阪
●リーガロイヤルホテル東京
●リーガロイヤルホテル京都

●リーガロイヤルホテル広島
●リーガロイヤルホテル小倉
●リーガロイヤルホテル新居浜

●リーガロイヤルホテル堺
■リーガロイヤルホテルグループ

●仙台ロイヤルパークホテル
●ロイヤルパークホテル
●ロイヤルパーク汐留タワー

●横浜ロイヤルパークホテル
●ホテル・ザ・マンハッタン
●ロイヤルパークホテル ザ 福岡

●ロイヤルパークホテル ザ 京都
■ロイヤルパークホテルズ

●マリオット・バケーション・クラブ・アジア・パシフィック（メンバーシップ）
●マリオット・コオリナビーチ・クラブ（オアフ島：タイムシェア）
●ヒルトン・グランド・バケーション・クラブ（オアフ島・ハワイ島：タイムシェア）
●ディズニー・バケーション・クラブ（オアフ島：タイムシェア）

■JALバケーションズ

対象施設・優待内容は、メールマガジンにてご案内しています。メールマガジンをご購読ください。
→裏面「最新情報のご提供」をご確認ください。

■四季倶楽部直営施設

●ホテルオークラ東京
●ホテルオークラ札幌
●ホテルオークラ東京ベイ
●オークラ アカデミアパーク ホテル
●ホテル イースト21東京
●フォレスト・イン 昭和館

●ホテルオークラ新潟
●ホテル鹿島ノ森
●オークラアクトシティホテル浜松
●京都ホテルオークラ
●ホテルオークラ神戸　
●ホテルオークラ福岡

●ホテルオークラJRハウステンボス
●オークラフロンティアホテルつくば
●オークラ千葉ホテル
●オークラフロンティアホテル海老名

■オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

●龍名館　本店 ●ホテル龍名館 東京
■龍名館

●パレスホテル東京 ●パレスホテル箱根
■パレスホテル

●ゆさや旅館 ●田沢高原ホテル ●蔵王・和歌の宿 わかまつや東北

●奥湯沢 貝掛温泉信越

●梅鱒温泉 ホテルシーモア近畿

●西山別館 ●ふなや中国・四国

●おおいた 別府温泉 ホテル白菊 ●城山観光ホテル九州

●古奈別荘
●川堰苑いすゞホテル
●花の館 染井

●新かどや
●靑山やまと
●天女の館 羽衣ホテル

●浜松ホテル
●ホテルたつき

東海

●鬼怒川パークホテル
●ホテル一井

●吉池旅館
●青巒荘

関東

■旅館三田会

共通

New!

ホテル・旅館

料飲施設・婚礼

●新宿 高野
●富士ミネラルウォーター
（通信販売）

●文銭堂本舗 新橋店
●文銭堂本舗 三田店
●ハーブマイスターセンター

●中国茶馨華（しんふぁ）
●布山久義観光果樹園

食品関係

New!

New!

New!

●インテリアプラザムラタ 本店 ●LIFA王子（リフォーム） ●インテリアプラザムラタ 江北店
■インテリアプラザムラタ

●エスポートミズノ（ミズノ東京店）
●ミズノ八重洲店
●ミズノ高島平店

●ミズノ大阪店（淀屋橋）
●ミズノ阪急三番街店
●ミズノウエルネスショップウメダ店

●ミズノウエルネスショップナンバ店
■ミズノ

●blossom39*代官山
●blossom39*みなとみらい

●blossom39*ららぽーと横浜店
●blossom39*東武池袋店

■blossom39*

●LUHUR SPA ●LONCATLONCAT（ロンチャットロンチャット）
■LapinCreate

●メガネファイブ白山店 ●メガネファイブ駒込店
■メガネファイブ

●ドッグステーション小平店 ●ドッグステーション国分寺店
■ドッグステーション

●タイムズカープラス（カーシェアリング）
申込方法等は専用Webサイトからご確認ください。WEB  http://kcd.bz/timescarplus
●タイムズ・スパ・レスタ

■タイムズ24

優待対象店舗リストは、Webサイトにてご提供しています。
WEB  http://kcd.bz/centrals

■セントラルスポーツ直営店

優待対象ツアー・申込方法等はWebサイトにてご確認ください。WEB  http://kcd.bz/toppan
■トッパントラベルサービス 

◆花銀
◆藤屋裁縫所（和裁）
◆オーダーメイド看護のホスピタリティ・ワン
◆ダック引越センター
◆認定補聴器専門店 補聴器センターヨコハマ　
◆名刺印刷 SuperPrint

◆スタジオファンタジスタ相模大野店
◆Duex  Endior銀座
◆地球の歩き方 旅プラザ新宿
◆フロンティア蓼科
◆Classictic

専門店

◆おおみや旅館 ◆蔵王四季のホテル ◆蔵王国際ホテル

■東北

◆伊勢パールピアホテル ◆下田大和館 ◆伊東遊季亭
■東海

◆からすま京都ホテル
◆ラマダホテル大阪

◆神戸ポートピアホテル
◆有馬温泉　元湯 古泉閣

■近畿

◆サンスカイホテル ◆宮崎観光ホテル ◆青島パームビーチホテル
■九州

◆群馬県・伊香保温泉ホテル天坊
◆ホテルJALシティ田町東京
◆ホテルグランドパレス
◆芝パークホテル

◆シェラトン 都ホテル東京
◆ホテルサーブ渋谷
◆目黒雅叙園
◆新宿ニューシティホテル

◆セレスティンホテル
◆ホテルモントレ横浜
◆観音崎京急ホテル
◆箱根イタリ亭

■関東

New!

●日本料理 もろ川
■三起観光直営店

●中国料理 北京 帝国ホテル店
●中国料理 北京 ホテルラフォーレ東京店
●中国料理 北京 名古屋観光ホテル店

●中国料理 北京 ホテルグランヴィア大阪店
●中国料理 北京 ホテル阪神店

■芝パークホテル直営店

◆ちんや
◆レストラン ストックホルム
◆レストラン　シュヴァリェ
◆西麻布 リストランテ アルポルト

◆ウェスティンホテル東京
◆若会席 大和館
◆北京小菜酒家 新悦園
◆BiCE東京

◆rieta nero（リエッタ・ネロ）
◆FLATTORIA
◆酒膳倶楽部 銀座店

■東京都

◆鮨 折鶴
◆ハワイアンダイニング KAHALA
◆HKCR（Hello Kitty Café Restaurant）

◆HUB慶應日吉店
◆クイーン・アリス ガーデンテラス日吉

■神奈川県

◆ひたち野
■茨城県

●割烹 大喜 ●懐石 大㐂庵
■大喜直営店

●太閤園
■藤田観光グループ

●日本料理／六本木 龍名館 花ごよみ
■龍名館直営店

●佐野ハイウェイレストラン（東北自動車道・下り線・佐野SA）
●大津ハイウェイレストラン（名神自動車道・上り線・大津SA2F）

■グランビスタホテル＆リゾート

●XEX DAIKANYAMA
●XEX ATAGO GREEN HILLS

●XEX WEST
●XEX TOKYO

●XEX　日本橋
●restaurant 尾前 XEX

■ワイズテーブルコーポレーション New!

New!
New!

New!

New!

New!
New!


