
・名鉄グランドホテル（名古屋駅） 052-582-2211

　12階　日本料理「四季」

　18階　欧風料理「アイリス」、北京宮廷料理「涵梅舫」（かんめいほう）

・名古屋観光ホテル（伏見） 052-231-7711

　1階　 フレンチレストラン「エスコフィエ」   中2階　日本料理「呉竹」

         ブッフェ＆ラウンジ「ジャルダン」 　2階     中国料理「北京」

         ブラッセリー「ル・シュッド」

Ｂ1階　 日本料理「吉祥」 058-233-1125 12階 展望レストラン「キャッスル」

  1階　 中国料理「華川」 058-233-1121 058-233-1124

・ANAクラウンプラザ　ホテルグランコート名古屋（金山） ・札幌　かに家（名古屋駅） 052-562-0001

　1階　 ロビーラウンジ 052-683-4111 ・料亭　蔦茂（つたも）（栄） 052-241-3666

※催物により割引料金はことなります。 　2階　 カフェレストラン「オーキッドガーデン」

0568-75-5787 　30階   スカイレストラン「スターゲート」

052-763-1991

0568-67-0314 0561-62-8884

●以下の施設は本店友の会カウンターにて前売券を販売しています。

・愛知県美術館・名古屋市美術館・名古屋市博物館・名古屋ボストン美術館・徳川美術館 など

北海道 鹿部ロイヤルホテル 01372-7-3241 長浜ロイヤルホテル 0749-64-2000

0568-61-0870 ・名鉄海上観光船 052-882-8161 天橋立宮ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0772-25-1800

0569-87-2000 ・ひるがの高原　牧歌の里 八幡平ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0195-78-3311 橿原ロイヤルホテル 0744-28-6636

・名古屋港ﾜｲﾙﾄﾞﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 0575-73-2888 宮城蔵王ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0224-34-3600 串本ロイヤルホテル 0735-62-7771

052-613-1187 0575-73-2088 裏磐梯ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0241-32-3111 紀州南部ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0739-72-5500

南淡路ロイヤルホテル 0799-52-3011

りんどう湖ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0287-76-1122

南房総富浦 0470-33-3811 大山ロイヤルホテル 0859-68-2333

　ロイヤルホテル 土佐ロイヤルホテル 0887-33-4510

076-233-2233 058-233-1111 八ヶ岳ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0551-38-4455

0576-25-2801 信州松代ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 026-278-1811 北九州八幡ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 093-662-1020

あたみ石亭 0557-83-2841 0576-25-4126 玄海ロイヤルホテル 0940-62-4111

053-487-1112 0577-33-5500 浜名湖ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 053-592-2222 唐津ロイヤルホテル 0955-72-0111

0577-37-2000 砺波ロイヤルホテル 0763-37-2000 別府湾ロイヤルホテル 0977-72-0111

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 0577-36-0001 能登ロイヤルホテル 0767-32-3111 霧島ロイヤルホテル 0995-57-2111

052-683-4111 山中温泉河鹿荘 0761-78-5550 沖縄残波岬ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 098-958-5000

052-582-2211 鳥羽国際ホテル 0599-25-3121 　ロイヤルホテル

0568-61-2218 0120-207-808 伊勢志摩ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 0599-55-2111

0568-75-7111 0599-53-1551

駒ヶ根リゾートリンクス 0265-82-8511

九州
沖縄

名鉄小牧ホテル

名鉄グランドホテル

名鉄犬山ホテル

ANAホリデイ・イン金沢スカイ

合歓の郷　ホテル＆リゾート

プレミアリゾート　夕雅　伊勢志摩

近畿
東北

関東
甲信越

高山グリーンホテル

ベストウェスタンホテル高山

ホテルアソシア高山リゾート

岐阜グランドホテル

下呂温泉　水明館

下呂温泉　湯之島館

かんざんじ温泉　ホテル九重

・岐阜グランドホテル

・日本モンキーパーク（犬山）

・南知多ビーチランド（知多）

（岐阜県郡上市）

ブルーボネット（港区） 温泉「牧華」

東海
北陸

・古川美術館（千種区）

・博物館　明治村（犬山） ・名都美術館（長久手）

・野外民族博物館
0568-62-5611

・メナード美術館（小牧）

リトルワールド（犬山）

中国
四国

名鉄百貨店友の会「優待施設のご案内」 

美術館・博物館 

ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ・遊園地等 

★ホテル、レストラン等が優待料金でご利用いただけます。 
 
 
●優待内容につきましては記載の電話番号へ直接お問合せ、ご確認ください。 
●必ず名鉄百貨店友の会会員であることをお申し出ください。 
※年末年始等の特別期間はご優待のない場合があります。 
※優待施設は予告なしに内容等変更される場合があります。 
 
 
●現地にて名鉄百貨店友の会会員証をご提示のうえお支払いください。 
※優待施設では友の会お買物カードでのお支払いはできませんので、 
  あらかじめご了承ください。                                             （2017年3月現在） 

ご予約・お問合わせ 

お 支 払 い 

ﾚｽﾄﾗﾝ・食事処 

ホテル・旅館 

石 川 

静 岡 

愛 知 

岐 阜 

三 重 

長 野 

ホテル・旅館 

ダイワロイヤルホテルズ 
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▼ ▼

札幌エクセルホテル東急 横浜ベイホテル東急 神戸東急ＲＥＩホテル 東北 東京第一ホテル米沢 ホテル阪神
札幌東急ＲＥＩホテル 上田東急ＲＥＩホテル 梅田ＯＳホテル
ザ・キャピトルホテル東急 蓼科東急ホテル 松江エクセルホテル東急 第一ホテル東京 千里阪急ホテル
成田エクセルホテル東急 松本東急ＲＥＩホテル 広島東急ＲＥＩホテル 第一ホテルアネックス ホテル阪急エクスポパーク
セルリアンタワー東急ホテル 富山エクセルホテル東急 徳島東急ＲＥＩホテル レム日比谷 京都新阪急ホテル
赤坂エクセルホテル東急 白馬東急ホテル 高松東急ＲＥＩホテル 銀座クレストン 天橋立ホテル
渋谷エクセルホテル東急 金沢東急ホテル 松山東急ＲＥＩホテル レム秋葉原 宝塚ホテル
羽田エクセルホテル東急 下田東急ホテル 博多エクセル東急 第一ホテル東京シーフォート 六甲山ホテル
大森東急ＲＥＩホテル 名古屋東急ホテル 博多東急ＲＥＩホテル 第一ホテル両国 ホテルボストンプラザ草津
渋谷東急ＲＥＩホテル 名古屋栄東急ＲＥＩホテル 熊本東急ＲＥＩホテル 第一イン池袋
新橋愛宕山東急ＲＥＩホテル 京都東急ホテル 鹿児島東急ＲＥＩホテル 吉祥寺第一ホテル 東京第一ホテル下関
吉祥寺東急ＲＥＩホテル 大阪東急ＲＥＩホテル 宮古島東急ホテル＆リゾーツ ＪＲホテルクレメント高松
二子玉川エクセル東急 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル 那覇東急ＲＥＩホテル コンコルド浜松 ホテルクレメント徳島

東京第一ホテル錦 ザ クラウンパレス新阪急高知

●優待内容につきましては記載の電話番号へ直接お問合せ、ご確認ください。
レム新大阪 タカクラホテル福岡
ホテル阪急インターナショナル レム鹿児島

0120-00-8686 大阪新阪急ホテル
札幌プリンスホテル 鎌倉プリンスホテル 新阪急ホテルアネックス
釧路プリンスホテル 下田プリンスホテル
屈斜路プリンスホテル 川奈ホテル 下記阪急阪神第一ホテル施設はお電話でお申込みください。
富良野プリンスホテル   大阪営業所　06-6486-3311　（9：00～18：00/土・日・祝日除く）
新富良野プリンスホテル ザ・プリンス パークタワー東京
函館大沼プリンスホテル ザ・プリンス さくらタワー東京 モンタナリゾート 真庭リバーサイドホテル
十和田プリンスホテル グランドプリンスホテル高輪 東京第一ホテル鶴岡 呉阪急ホテル
雫石プリンスホテル グランドプリンスホテル新高輪 富山第一ホテル 高松国際ホテル

東京プリンスホテル 第一イン新湊ホテル 東京第一ホテル松山
苗場プリンスホテル 品川プリンスホテル 今治国際ホテル
ザ・プリンス 軽井沢 新宿プリンスホテル 神奈川 第一イン湘南
軽井沢プリンスホテル サンシャインシティプリンスホテル
軽井沢 浅間プリンスホテル 新横浜プリンスホテル 大阪第一ホテル
嬬恋プリンスホテル ロイヤルヒル福知山＆スパ
万座プリンスホテル びわ湖大津プリンスホテル 有馬ビューホテルうらら
志賀高原プリンスホテル グランドプリンスホテル京都

グランドプリンスホテル広島
川越プリンスホテル
箱根プリンスホテル 九州 日南海岸南郷プリンスホテル
ザ・プリンス箱根芦ノ湖
大磯プリンスホテル
大磯プリンスホテル

5851775

予約センター

北海道
東北

関東

東京
横浜

上信越

関西
広島

関西

中国
四国

九州
沖縄

中国
四国

ご希望のエリア、プランを選択してご予約ください。
※宿泊料金は各ホテルによって変動いたします。

関西

関西

東北
北陸

中部

関東

東京
神奈川

ホームページにアクセス

法人会員番号 89841601044
パスワード

法人会員番号 301500491
パスワード

神戸元町東急ＲＥＩホテル

ホームページにアクセス

http://www.tokyuhotels.co.jp/ja/biz/index.html

空室検索･契約法人をクリック

301500491

必要事項に入力してご予約ください。
※宿泊料金は各ホテルによって変動いたします。

施設名 施設名 施設名

東急ホテルズ 空室検索 東急ホテルズ 法人 阪急阪神第一ホテル 

法人のお客様 阪急阪神第一ホテルグループ 

プリンスホテル 


