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TOKYO ダイニングセレクト
優雅な“食”と“空間”を満喫

◆新型コロナウイルス対策に伴う休業やメニュー・サービス内容などの変更について

・行政からの要請や感染症拡大防止対策などの様々な事情によって、急遽の休業または予告なくパンフレット記載内容やサービス提供方法などが変更または中止となる場合がございます。

・お客様のマスクの着用や手洗い、また施設の行う検温や三密対策など、感染予防対策にご協力をお願いいたします。ご協力いただけない場合、ご利用やご入店をお断りすることもございます。

下記の注意事項と次頁の≪お申込のご案内≫をお申し込み前に必ずご確認ください。

プランＡ 銀座 日本料理 加賀屋　銀座店

プランＢ 鎌倉 日本料理 日本料理 鯉之助

プランＣ 浅草 ふぐ料理 玄品 浅草

プランＤ 東京駅 フレンチ レストラン ブラン ルージュ（東京ステーションホテル）

プランＥ 浅草 イタリアン ラ・ラナリータ　吾妻橋店

プランＦ 横浜 中国・四川料理 重慶飯店 新館（ローズホテル横浜）

プランＧ 東京湾 クルーズ シンフォニー

プランＨ 浅草 ブッフェ スカイグリルブッフェ武藏（浅草ビューホテル）

プランＩ 日比谷 ブフェレストラン インペリアルバイキング サール（帝国ホテル 東京）



● お申込・お問合せ お申込・お問合せは【ホームぺージ】【メール】【ＦＡＸ】にて

【鈴乃屋トラベル HP】 お問合せフォーム

営業時間 平日(月曜日 ～ 金曜日）10:00 ～ 17:00 travel@suzunoya.jp

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町７階 ＴＥＬ ０３- ６２６１ - ３４６８ ０３－３５１２－１２２５

株式会社 鈴乃屋　鈴乃屋トラベル ホームぺージ

＜リンリン友の会 トラベルデスク＞ メールアドレス

ＦＡＸ番号

◆各プラン内容について ◆アレルギー対応が必要な方、車イスご利用の方、身体障がい者補助犬をお連れの方など

・お食事代、及び消費税、サービス料などが含まれております。(お飲物代などは含まれておりません。) ・特別な配慮・措置が必要となる場合は、必ずお申し込み時にお申し出ください。

　これらの費用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 　対応ができる合理的な範囲でご準備をさせてただきます。

　お申込の内容と異なるサービス内容が提供されてしまった際は、その場でスタッフにお申し出ください。 ・食物アレルギーに関して、厳密な「アレルギー物質除去食」の提供は出来ません。

◆メニューについて ・アレルギー対応などで追加代金が発生する場合は、現地でのお支払いとなります。

・食材の入荷状況などにより、急遽メニューが変更となる場合がございます。 ◆新型コロナウイルス対応

◆お座席について ・お客様のマスクの着用や手洗い、また施設の行う検温や三密対策など、感染予防対策に

・事前のお座席の確約は出来ません。当日レストランでのご案内となります。 　ご協力をお願いいたします。ご協力いただけない場合、ご利用やご入店をお断りすることもございます。

◆ご予約時間について ・行政からの要請や感染予防対策などのため、記載されたサービス内容や営業時間が変更または中止に

・食事施設へのご到着が遅くなる時は、直接レストランにご連絡ください。 　なる場合がございます。また弊社の営業日や業務時間変更により、お申し込みをお受けできない場合も

◆休業、メニュー・サービス内容などの変更について 　ございますが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

・天候や天変地異などの予期せぬ事態、行政からの要請や感染症拡大防止対策などの様々な事情によって、 ◆個人情報の取扱について

　急遽休業となったり、予告なくパンフレット記載内容やサービス提供方法などが ・当社及び販売店は、お申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために

　変更または中止となる場合がございます。  　利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいたサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための

◆お食事プラン代金のお支払い 　手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では、お客様に鈴乃屋グループの

・各プラン代金はご利用日の前日からさかのぼって10日目にあたる日より前、 　製品やサービスに関する情報を提供することにのみ使用します。ご契約の履行、アフターサービス実施、

　もしくは当社が指定する期日までにお支払ください。 　催事･商品情報のご案内のために利用させていただき、法令に基づく場合を除いて、その目的範囲を越えた利用は

◆お取消料について 　いたしません。詳しくは 株式会社 鈴乃屋「個人情報取扱について」をご確認ください。

・取消料が発生した場合のお支払いについては、現金のみでのお支払いになります。 　https://www.suzunoya.com/privacy/privacy.html

　リンリン友の会のポイントでのお支払いはできませんので、予めご了承ください。

　取消料の規定については、各プラン毎の「取消料」をご確認ください。
※ 本プランは「Go To キャンペーン」の対象外となります。

お申し込み前に、こちら≪お申込のご案内≫とご利用プランを必ずお読みいただき、ご不明な点などはお申し込み時にお問い合わせください。

≪お申込のご案内≫



石川県和倉温泉 加賀屋の直営店舗。日本海で水揚げされた新鮮な魚介類や加賀野菜を
使用したお料理の数々。能登の魅力を五感で感じる上質なひとときを、東京銀座で
お楽しみいただけます。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

本格的な会席料理の味覚をお楽しみいただき
ながら、石川の伝統工芸の品々に彩られた、
新しい「和」の空間とくつろぎのひとときを
ご堪能いただけるお店です。

玄関 店内料理(イメージ)

料理(イメージ)

プランＡ 銀座

日本料理

かがや　ぎんざてん

加賀屋　銀座店
4012-671

お食事場所

受付人数

交通手段

テーブル席

2名様より

地下鉄 銀座駅 Ａ３出口すぐ

駐車場

設定除外日

取消料 他

なし

不定休

前日５０％、当日１００％

～ お食事メニュー 内容 ～
※おひとり様あたり 円【税サ込】

① 料理長厳選おまかせ　ランチ会席 先付、前菜、椀物、お造り、焼物、煮物、お食事、水物 6,350

② 料理長厳選おまかせ　ディナー会席 先付、前菜、椀物、お造り、焼物、煮物、お食事、水物 14,850

１１：００～１５：００（ L.O. 14:00 ）

１７：００～２１：００（ L.O. 19:30 / 最終入店 19:00 ）

営業時間
昼の部

夜の部

※行政からの時短営業の要請に応じて、

変更となる場合がございます。



　※上記以外のメニューをご希望の場合は、ご予約時にお申しつけください。

④ 葉山牛しゃぶしゃぶ鍋コース[梅]
前菜・葉山牛しゃぶしゃぶ肉・季節の野菜・

自家製ポン酢・自家製ゴマダレ・うどん・御飯・香の物・デザート
7,810

⑤ 旬　会席 鯉之助自慢の季節の懐石料理と黒毛和牛ステーキをご一緒に　※午後３時より 9,680

② 大町会席 月替わりの懐石料理です。旬の食材をお楽しみください。 4,840

③ 葉山牛すきやき膳 前菜・葉山牛すきやき鍋・地鶏生食用卵・御飯・香の物・デザート 5,280

～ お食事メニュー 内容 ～ ※おひとり様あたり 円【税サ込】

① 小町会席 旬の食材を一品づつご提供させて頂くミニ懐石 3,630

設定除外日 不定休

取消料 他 前日５０％、当日１００％

受付人数 １名様より

交通手段 ＪＲ鎌倉駅 すぐ目の前

駐車場 なし

お食事場所 テーブル席

１１：００～２０：３０（L.O.20:00） ※行政からの時短営業の要請に応じて、変更となる場合がございます。営業時間

プランＢ 鎌倉

日本料理

にほんりょうり　　こいのすけ

日本料理　鯉之助
4242-607

昭和24年創業の老舗料理屋御代川の創業者御代川鯉之助は、若くして「煮物の神様」
と呼ばれていました。創業者の名前が付けられた日本料理鯉之助では、四季折々の
素材の味を活かしながら丹誠を込めた職人の技で最高の料理を提供しております。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

鎌倉駅の目の前にあり、散策時などにも便利。
落ち着いた雰囲気の店内で、本格的な日本
料理に地元の葉山牛などをご堪能ください。

外観 店内葉山牛すきやき膳(イメージ)

懐石料理“旬”(イメージ)



④『大とらふぐ 鍋コース』 全7品 付き出し・てっさ・唐揚げ・ぶつてっちり・純金鍋コラーゲン・雑炊・デザート 8,600

⑤『大とらふぐ 焼鍋コース』 全8品 付き出し・てっさ・唐揚げ・焼きふぐ・ぶつてっちり・純金鍋コラーゲン・雑炊・デザート 11,000

②とらふぐ『醍醐コース』 全6品 付き出し・てっさ・唐揚げ・てっちり・雑炊・デザート 6,000

③とらふぐ『天楽コース』 全8品 付き出し・てっさ・唐揚げ・焼きふぐ・てっちり・純金鍋コラーゲン・雑炊・デザート 7,500

～ お食事メニュー 内容 ～
※おひとり様あたり 円【税サ込】

①とらふぐ『玄コース』 全5品 付き出し・てっさ・てっちり・雑炊・デザート 4,500

１１：３０～２２：００（フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30）営業時間 　※行政からの時短営業の要請に応じて変更となる場合がございます。

ふぐの王様といわれる“とらふぐ”だけを100%使用。自慢の“とらふぐ”はもちろんのこと
米や塩にまでこだわって、いかにおいしい状態でお出しできるかにこだわりました。
美味しさのヒミツが詰まった"玄品とらふぐ"、ぜひ１度みなさまでご笑味ください。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

コラーゲンやタンパク質が豊富で、他の魚に
比べて低カロリーなとらふぐは、美容と健康
に最適です。夏には暑気払いなど、寒い季節
だけでなく一年通してお楽しみいただけます。

とらふぐ(イメージ)外観

コース(イメージ)

てっさ(イメージ)

プランＣ 浅草

ふぐ料理

  げんぴん　　あさくさ

玄品 浅草
4018-621

取消料 他 前日５０％、当日１００％

交通手段
地下鉄 浅草駅 徒歩約３分

東武鉄道 浅草駅南口 徒歩約２分

駐車場 なし

設定除外日 不定休

お食事場所 テーブル席 または 個室

受付人数 １名様より



※クリスマス・年末年始期間を除く

① 季節のランチコース

② 季節のスペシャルメニュー

③ 季節のスペシャルメニュー

④ お子様コース

⑤ お子様ワンプレート

Lunch

Dinner

旬の味覚をご堪能いただける季節のコースをより気軽にお召し上がりいただけるコース 15,000

総料理長自ら吟味した日本各地の旬食材に、フレンチの技法を合わせた季節限定のコースです 22,000

お子様 スープ、帆立貝 海老 鮮魚のソテ、メイン(ハンバーグor和牛の薄切りソテ)、ライスまたはパン、デザート、ジュース5,800

～ お食事メニュー 内容 ～ ※おひとり様あたり 円【税サ込】

Lunch シェフ自ら目利きした旬の食材をフレンチの技法で彩り鮮やかに仕立てました 10,000

(小学生以上)
スープ、ワンプレート(ハンバーグ、海老フライ、唐揚げなど)、ライスまたはパン、デザート、ジュース 3,800

テーブル席

１名様より４名様まで

JR東京駅丸の内南口改札直結

あり (36台)

不定休

前日２０％、当日８０％、無連絡１００％

ドレスコード：スマートカジュアル

お子様のご入店は小学生以上
ご案内

駐車場

設定除外日

取消料

お食事場所

受付人数

交通手段

プランＤ 東京駅

フレンチ
レストラン　ブラン ルージュ

東京ステーションホテル ２階4011-047

総料理長 石原雅弘による、華やかで洗練されたフランス料理の数々。
一皿一皿に込められた想いは、味わうごとに忘れられない記憶へと昇華します。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

赤レンガが印象的な東京駅丸の内駅舎内の
クラッシックなホテル内のレストラン。
優雅な本格フレンチをお楽しみください。

料理(イメージ) 店内ホテル外観(夜景)

料理(イメージ)

和の食材で織りなす、＜日本＞のフランス料理

１１：３０～１５：００（L.O.14:00)

１７：００～２１：００（L.O.20:00)
営業時間

Lunch ※行政からの時短営業の要請に応じて

変更となる場合がございます。Dinner



プランＥ 浅草

イタリアン

あづまばしてん

ラ・ラナリータ　吾妻橋店
4018-647

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

アサヒグループ本社ビル２２階、地上１００ｍから煌めく東京の景色を一望できる
展望リストランテ。一面ガラス張りで、高い天井の店内は開放感溢れる特別空間。
旬の食材を豪華に使った本格的なイタリアンをお楽しみください。

東京スカイツリー®や隅田川を眺めながら、
本場の味を受け継いだイタリアンを味わう、
非日常なひとときをお過ごしください。

景観(イメージ) 店内料理(イメージ)

料理(イメージ)

取消料 前日２０％、当日５０％、ご連絡なし１００％

交通手段 東武鉄道・地下鉄 浅草駅 徒歩約３分

駐車場 なし

設定除外日 不定休

お食事場所 イス・テーブル席

受付人数 ２名様より

平日

土・日・祝

１１：３０ ～ １５：００（L.O. 14:00）

１７：００ ～ ２１：００（L.O. 20:00）

１１：３０ ～ １６：００（L.O. 15:00）

１７：００ ～ ２１：００（L.O. 20:00）

営業時間
※行政からの時短営業の要請に応じて、

変更となる場合がございます。

※おひとり様あたり

　前菜、パスタ、肉 または 魚料理、デザート ほか 　※時期によってメニュー内容は異なります。

　前菜、パスタ、魚料理、肉料理、デザート ほか 　※時期によってメニュー内容は異なります。

　前菜、パスタ、肉 または 魚料理、デザート ほか 　※時期によってメニュー内容は異なります。

　前菜、パスタ、魚料理、肉料理、デザート ほか 　※時期によってメニュー内容は異なります。

ディナー
③ チェナ ヴェルデ 6,600

④ チェナ ビアンコ 9,900

～ お食事メニュー 内容 ～ 円【税サ込】

ラ ン チ
① プランゾＢコース 3,800

② プランゾＣコース 6,800



　～ お食事メニュー 内容 ～　※季節や仕入状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。

前菜の盛合せ,3種具入りフカヒレスープ,鶏肉の四川辛味炒め,季節の野菜入り海老のチリソース,

重慶飯店麻婆豆腐,重慶風炒飯,杏仁豆腐

前菜の盛合せ,コーンスープ,鶏肉とナッツの炒め,海老と卵のチリソース,ワンタンの甘酢かけ,

シューマイ,重慶飯店麻婆豆腐,玉子炒飯,杏仁豆腐

四種前菜の盛合せ,3種具入りフカヒレスープ,イカの塩味炒め,豚肉の黒胡椒炒め,北京ダック,海老のチリソース,

シューマイ,重慶飯店麻婆豆腐,重慶風チャーハン,杏仁豆腐

五種前菜の盛合せ,蟹肉入りフカヒレスープ,イカと豚ロースのオイスターソース炒め,牛肉の四川香味炒め,

北京ダック,大海老のチリソース,シューマイ,重慶飯店麻婆豆腐,五目チャーハン,ライチ入り杏仁豆腐

前菜の盛り合わせ,蟹肉とフカヒレの煮込み,牛カルビの黒胡椒炒め,帆立と紋甲イカの四川風炒め,北京ダック,

蟹爪の揚げ物,外国産ロブスターのチリソース,海鮮焼売,小龍包,蓮の葉包み五目御飯,杏仁豆腐,季節のフルーツ

※おひとり様あたり 円【税サ込】

ランチ

プラン

 ①特選メニュー 3,500

 ② 重慶コース 4,500

オール

ディ

プラン

 ③ 天空コース 5,500

 ④ 成都コース 7,500

 ⑤ 楽山コース 10,500

駐車場
ローズホテル横浜地下駐車場・中華街パーキング

ご利用の金額5,000円以上/1台　2時間サービス

設定除外日 不定休

取消料 他 ２日前２０％、前日３０％、当日１００％

お食事場所 ダイニング または 個室・宴会場 

受付人数 2名様より

交通手段
みなとみらい線 元町・中華街駅 ２番出口 徒歩約１分

JR石川町駅 北口 徒歩約10分

11：30 ～ 15：00（L.O.14：00）

17：00 ～ 21：00（L.O.20：00）

11：30 ～ 22：00（L.O.21：00）

11：30 ～ 21：00（L.O.20：00）

営業時間

平日
※行政からの時短営業の要請に応じて、

変更となる場合がございます。土曜日

日・祝日

重慶飯店　新館
ローズホテル横浜 １階

プランＦ 横浜

中国・四川料理
4238-607

横浜中華街のランドマーク「ローズホテル横浜」1階に広がるレストランフロアはホテル
ならではのサービスで、ご家族やプライベートなお集まりでのご利用にもお薦めです。
お料理のスパイシー加減も承りますのでお気軽にスタッフにご相談ください。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

都心からのアクセスも便利になり、観光や
ショッピングに人気の横浜。中華街に面して
山下公園にも程近く、横浜の異国情緒を
満喫できるロケーションです。

店内(イメージ)入口

天空コース(８名様提供イメージ)

特選メニュー(８名様提供イメージ)



プランＧ 東京湾

クルーズ シンフォニー
船5433

※おひとり様あたり　　円【消費税,サービス料,乗船料込】～ お食事メニュー 内容 ～

①シンフォニーロワイヤル ②プレミアム特選牛 ③シェフのおすすめ ④ラ・メール ⑤イタリアン
特別な日に極上のもてなしを 厳選された特選牛を堪能 季節の逸品コース 手軽に味わうフレンチ 地中海料理シンフォニースタイル

ランチクルーズ
(11:50～14:00)

設定なし
平日 13,000 平日 8,800 平日 6,800 平日 6,400

土日祝 13,500 土日祝 9,300 土日祝 7,300 土日祝 6,900

サンセットクルーズ
(16:20～18:20)

設定なし
平日 15,000 平日 10,800 平日 8,800 平日 6,800

土日祝 15,500 土日祝 11,300 土日祝 9,300 土日祝 7,300

13,800 平日 10,800 平日 8,800

土日祝 21,500 土日祝 18,500 土日祝

平日 21,000 平日 18,000 平日

14,300 土日祝 11,300 土日祝 9,300

　※上記以外のメニューをご希望の場合は、ご予約時にお申しつけください。

ディナークルーズ
(19:00～21:30)

： 大人と同じ内容のお料理で、上記料金より20%割引となります。

： お子様ランチで￥4,000-(込)となります。※小学生未満はディナークルーズはご利用いただけません。
お子様のご案内

小 学 生

小学生未満

ご 乗 船 手 続 き 出航の15分前までにご乗船手続きをお済ませください。　※運航状況により時間が遅れる場合がございます。
ご案内

台風や異常気象の影響によって、

航路変更や運休となる場合がございます。

駐車場 なし　※最寄りの交通機関をご利用ください。

設定除外日 不定休　※ご予約開始はご乗船の２ヶ月前から

取消料

(おひとり様)

乗船指定日６日前～２日前１０％、

前日～当日出航まで３０％、出航後１００％

お食事場所 テーブル席

受付人数 １名様より

交通手段
新交通ゆりかもめ 日の出駅 徒歩約１分

ＪＲ山手線 浜松町駅 南口 徒歩約１２分

東京湾最大級のレストランシップ。日の出桟橋より東京スカイツリー、東京タワー、
レインボーブリッジ、羽田空港と東京の移りゆく景色に、フランス料理を主とした
数々の料理バリエーションを揃え、皆様をお待ちいたしております。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

レインボーブリッジと東京ゲートブリッジの
２つ橋をくぐる「幸せを結ぶハートの航路」は
シンフォニーオリジナルコース。結婚記念日や
お誕生日などを彩るオプションもございます。

お料理(イメージ) メインダイニング(イメージ)夜景

モデルナ 外観



プランＨ 浅草

ブッフェ

スカイグリルブッフェ武藏
浅草ビューホテル 26階

4018-001

※おひとり様あたり

大人

大人

ディナー

(120分制)

ランチ

(90分制)
0~2歳

無料

大人

大人

未就学児 1,200

④ 土 日祝 6,900 小学生 4,800 未就学児 1,300

4,100 未就学児 1,200

③ 平 日 5,900 小学生 4,100

小学生 3,400 未就学児 900

② 土 日祝 5,900 小学生

～ 和洋中ブッフェ ご料金 ～
円【税サ込】

① 平 日 4,900

１部１１:３０～　２部１３:３０～

１部１１:３０～　２部１３:３０～

１部１７:００～　２部１９:３０～

１部１７:００～　２部１９:３０～

営業時間

ランチ

(90分制)

平 日

行政からの時短営業の要請に応じて、

変更となる場合がございます。

土 日 祝

ディナー

(120分制)

平 日

土 日 祝

旬の厳選素材を使うグリル料理から日本料理、中国料理までライブクッキングによる
五感で楽しめるインプレッションブッフェをご堪能ください。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

厳選素材を用いたこだわりのお料理を、
多くのメニューから楽しめるレストラン。
浅草寺や“東京スカイツリー®”など東京の景色
を26階の高さからご覧いただけます。

料理卓(イメージ)外観 店内(イメージ)

料理卓(イメージ)

取消料 3日前～ 30%、前日～ 50%、前日18:00以降～ 100%

駐車場 あり　※１８０台

設定除外日

不定休、レストランイベント開催日 下記など

4/29~5/5,隅田川花火大会開催日及び翌日(ディナー)

8/11~8/16、12/23~1/3、3/17~3/31

お食事場所
レストラン席　

※東京スカイツリー®側、窓側等のお席のご要望は承っておりません。

受付人数 2名様より

交通手段
つくばエクスプレス 浅草駅　徒歩約１分

地下鉄 田原町駅 徒歩約７分

１部１１:３０～　２部１３:３０～

１部１１:３０～　２部１３:３０～

１部１７:００～　２部１９:３０～

１部１７:００～　２部１９:３０～

営業時間

ランチ

(90分制)

平 日

行政からの時短営業の要請に応じて、

変更となる場合がございます。

土 日 祝

ディナー

(120分制)

平 日

土 日 祝



営業時間
ラ ン チ １１：００～１５：００（閉店） ご予約時間とご入場の人数を制限させていただいております。

ディナー １７：００～２1：3０（閉店） 営業時間・定休日が変更になる場合がございます。

洋食ランチバイキング
（２時間制）

洋食ディナーバイキング
（２時間制）

3歳以下

無料③ 平　　　日 大人 13,915 ４～12歳

④ 土・日・祝 大人 16,445 ４～12歳

6,095

② 土・日・祝 大人 12,650 ４～12歳 7,590

8,395

9,890

～ お食事プラン 内容 ～
※おひとり様あたり 円【税サ込】

① 平　　　日 大人 10,120 ４～12歳

プランＩ 日比谷

ブフェレストラン
インペリアルバイキング サール

帝国ホテル 東京 本館17階4012-001

日本で初めて"バイキング"という食のスタイルを生み出した帝国ホテルのブフェ
レストランです。ニューノーマルな生活様式に即した安心・安全対策のもと、
より洗練されたバイキングスタイルをお楽しみいただけます。

鈴乃屋トラベルのおすすめポイント

モニターでのライブ中継や目の前でお料理を
仕上げる臨場感あふれる演出など、味覚だけ
でなく、”五感”で味わえるバイキングの安全
で新しいスタイルをお楽しみください。

店内(イメージ)
料理(イメージ)

料理(イメージ)

料理(イメージ)

ご案内
当面の間、タブレット端末でお料理を

ご注文いただくシステムとなっております。

駐車場 あり　※４２５台

設定除外日 特別催事期間

取消料 ご連絡なし１００％

お食事場所
テーブル席　

※当面の間、座席の距離を確保し、席数を減らしております。

受付人数 2名様より

交通手段
地下鉄 日比谷駅 Ａ１３出口すぐ

ＪＲ 有楽町駅 徒歩約５分


