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１ 「大人の休日倶楽部レストランウィーク」の概要 

「大人の休日倶楽部」会員限定で、「ぐるなび」が厳選した東京の銘店 57 店舗で、特別メニューをリー

ズナブルな価格で体験いただけます。 

 
【概要】 
・主    催：東日本旅客鉄道株式会社 

・共    催：株式会社ぐるなび 

・開 催 期 間：2018 年 6 月 21 日(木）～7月 3日(火） 

・サービス内容：参加レストランより定額料金で特別コースを提供 

・開催エリア・店舗：東京都内の「ぐるなび」が厳選した銘店 57 店舗（予定） 

※ 詳細は「別紙」を参照下さい 

・コース・価格：ディナー：10,000 円／7,000 円の２コース 

ランチ ： 5,000 円／3,000 円の２コース 

 ※ いずれも消費税・サービス料・飲料代は別となります。 

※ 各店メニューの内容や定額料金のコースの品数は異なります。 

・参 加 条 件：大人の休日倶楽部会員 

※ ２名以上で参加申込をする場合は、参加者の中に「大人の休日倶楽部会員」が 1 人以上含ま

れていれば、会員でないお客さまもご参加いただけます。 

・予 約 方 法：予約専用番号(0120-678-394)にお電話で申し込み 

・予 約 期 間：2018 年 5 月 21 日(月）～7月 2日(月）10:00～19:00(土・日・祝日除く) 

※ 7 月 2 日(月）は 17:00 まで 

 
大人の休日倶楽部レストランウィーク特設サイト(https://www.gnavi.co.jp/prt/jre-ot9/）も合

わせてご覧ください。 

 

 

○「大人の休日倶楽部」は、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長： 

久保征一郎）とタイアップし、「大人の休日倶楽部」会員限定の食のイベント「大人の休日倶

楽部レストランウィーク」を、2018 年 6 月 21 日（木）～7 月 3 日（火）に開催します。 

〇「大人の休日倶楽部レストランウィーク」では、「ぐるなび」が厳選した東京の銘店 57 店舗

で、特別メニューをリーズナブルな価格で体験いただけます。この機会に「大人の休日倶

楽部」にぜひご入会ください。 

 

【食事イメージ】 



2018年6月21日（木）～7月3日（火）

《大人の休日倶楽部限定》大人のレストランでプレミアムなひとときを
「大人の休日倶楽部パス」利用期間に合わせ、一流レストランが参画する「レストランウィーク」を
開催します。グルメサイト「ぐるなび」が厳選した東京の銘店をリーズナブルな価格で体験。
大人の休日倶楽部会員であればどなたでもご予約いただけます。

大人の休日倶楽部パス
大人の休日倶楽部レストランウィーク
特設サイトはこちら

参加店舗
一覧は裏面を
ご覧ください

主催：東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ぐるなび

「大人の休日倶楽部パス」についてはこちらから↓ https://www.gnavi.co.jp/prt/jre-ot9/
https://jre-ot9.jp/ticket/clubpass_e.html?src=gn_eki
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レストランウィーク

「大人の休日倶楽部パス」とは、JR東日本やJR北海道の
フリーエリアで乗り降り自由のおトクなきっぷです。 
※ご購入いただくには、大人の休日倶楽部へのご入会が必要です。 

2018年6月21日（木）～7月3日（火）期 間

5,000円／3,000円料  金

2018年5月21日（月）予約開始日

東京都内５7店舗参加店舗

大人の休日倶楽部会員であれば、どなたでもご参加いただけます。参加条件

「大人の休日倶楽部レストランウィーク」のご予約は、オペレーターによる代行予約のみでお受けしております。予約方法

ランチ10,000円／7,000円ディナー

※税別・サービス料別　※金額の設定は店舗ごとに異なります。

※大人の休日倶楽部会員が1人以上含まれていれば、会員でないお客さまもご参加いただけます。

STEP

1

STEP

3

STEP

2
まずは予約専用番号にお電話ください。

【受付期間】2018年5月21日（月）～7月2日（月）
【受付時間】10:00～19:00（土・日・祝日除く） ※7月2日（月）は17：00まで
※ご予約はご来店日前日の17：00まで

0120-678-394
オペレーターにご希望をお伝えください。
お電話にて下記の内容をお伺いします。
●予約したい店舗名　●来店日時　●予約人数
●予約したいコース価格　●お名前　●電話番号　
※コースのメニュー内容につきましても、お電話でご確認いただけます。

2018年6月21日（木）～7月3日（火）

オペレーターがお店に予約を行い、結果をお客さまにお電話いたします。
お席を確保できましたら予約完了です。ご来店時には、お客さまの「大人の休日倶楽部カード」（クレジットカード）
をご提示のうえ、お名前をお伝えください。 ※お支払いはご来店時となります。



大人の休日倶楽部レストランウィーク 参加店舗一覧 0120-678-394ご予約はこちら

フランス料理

地下鉄銀座線 京橋駅 4番出口 徒歩2分
レストラン サカキ

ディナー：７,000円

イタリア料理

地下鉄丸ノ内線 銀座駅 C8番出口 徒歩2分
リストランテ クロディーノ 銀座

ディナー：7,000円／ランチ：３,000円

イタリア料理

ＪＲ 有楽町駅 中央口 徒歩5分
アルジェントASAMI

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

ＪＲ 田町駅 徒歩5分
RISTORANTE La Ciau

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

地下鉄日比谷線 六本木駅 徒歩13分
アルポルト 

ディナー：10,000円

中華料理

つくばエクスプレス 浅草駅 A2番出口 徒歩1分
龍圓

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

JR 渋谷駅 新南口 徒歩5分 
レザンファン ギャテ

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

日本料理

地下鉄千代田線 代々木上原駅 徒歩5分
初代 割烹 高橋

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

地下鉄銀座線 外苑前駅 3番出口 徒歩5分
HONDA

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩3分
 il Pregio（イル・プレージョ）

ディナー：１０,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

地下鉄千代田線 乃木坂駅 6番出口 徒歩1分
ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ

ディナー：７,000円

中国料理

地下鉄千代田線 赤坂駅 6番出口 徒歩6分
トゥーランドット臥龍居

ディナー：７,000円／ランチ：3,000円

中華料理

地下鉄千代田線 赤坂駅 6番出口 徒歩3分
Wakiya 一笑美茶樓 

ディナー：７,000円／ランチ：3,000円

イタリア料理

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 A3番出口 徒歩3分
リストランテ クロディーノ 神楽坂

ディナー：７,000円／ランチ：3,000円

フランス料理

地下鉄有楽町線 新富町駅 徒歩1分
プレニチュード

ディナー：７,000円／ランチ：3,000円

フランス料理

地下鉄銀座線 外苑前駅 3番出口 徒歩2分
AIX：S

ディナー：７,000円／ランチ：3,000円

ロシア料理

つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩4分
ラルース

ディナー：７,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

地下鉄千代田線 代々木公園駅 3番出口 徒歩2分
Ostü オストゥ

ディナー：７,000円／ランチ：5,000円

うなぎ

都営三田線 春日駅 A5番出口 徒歩2分
わたべ

ディナー：10,000円

中華料理

地下鉄 六本木駅 2番出口 徒歩9分
麻布長江 香福筵

ディナー：１０,000円／ランチ：５,000円

フランス料理

地下鉄丸ノ内線 御茶ノ水駅 1番出口 徒歩3分

TERROIR Kawabata
（テロワール・カワバタ）

ディナー：１０,000円／ランチ：５,000円

焼肉

地下鉄千代田線 乃木坂駅 5番出口 徒歩6分
The INNOCENT CARVERY

ディナー：１０,000円

焼肉

地下鉄南北線 白金高輪駅 3番出口 徒歩3分
和牛焼肉 KIM 白金本店

ディナー：１０,000円

イタリア料理

地下鉄有楽町線 飯田橋駅 B3番出口 徒歩4分
オステリア ラストリカート

ディナー：7,000円

イタリア料理

地下鉄有楽町線 飯田橋駅 B3番出口 徒歩4分
リストランテ ラストリカート

ディナー：10,000円

日本料理

ＪＲ 大塚駅 南口 徒歩3分
大塚 みや穂

ディナー：10,000円

焼き鳥

都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩3分
YAKITORI 葵

ディナー：7,000円

焼き鳥

ＪＲ総武線 錦糸町駅 徒歩3分
とり喜

ディナー：7,000円

スペイン料理

東急東横線 代官山駅 徒歩4分
Sal y Amor

ディナー：7,000円

イタリア料理

JR 代々木駅 徒歩6分
イルペンティート

ディナー：7,000円

フランス料理

ＪＲ 西荻窪駅 徒歩2分
ビストロ サン ル スー

ディナー：7,000円

居酒屋

地下鉄日比谷線 人形町駅 徒歩2分
いわ瀬

ディナー：7,000円

イタリア料理

ＪＲ 目黒駅 西口 徒歩9分
リナシメント

ディナー：10,000円

懐石料理

ＪＲ中央本線 荻窪駅 西口 徒歩3分
坂ぐち

ディナー：10,000円

イタリア料理

小田急小田原線 豪徳寺駅 徒歩5分
cucina tirolese 三輪亭

ディナー：7,000円

イタリア料理

地下鉄副都心線 北参道駅 2番出口 徒歩4分
トラットリア マンジャペッシェ

ディナー：10,000円 7,000円／ランチ：5,000円 3,000円

焼肉

つくばエクスプレス 浅草駅 A2番出口 徒歩1分
炭火焼肉 本とさや

ディナー：7,000円

スペイン料理

地下鉄有楽町線 銀座一丁目駅 10番出口 徒歩2分
La Panza（ラ パンサ）

ディナー：７,000円／ランチ：５,000円

イタリア料理

地下鉄日比谷線 六本木駅 1c出口 徒歩8分
オステリア トット

ディナー：７,000円／ランチ：３,000円

日本料理

地下鉄千代田線 赤坂駅 5b出口 徒歩4分
赤坂 紙音

ディナー：１０,000円／ランチ：５,000円

スペイン料理

地下鉄日比谷線 六本木駅 徒歩8分
FERMiNTXO（フェルミンチョ）

ディナー：１０,000円／ランチ：５,000円

日本料理

地下鉄日比谷線 築地駅 徒歩1分
つきぢ田村

ディナー：7,000円／ランチ：３,000円

フランス料理

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座
地下鉄 銀座駅 C8出口 徒歩4分

ディナー：7,000円／ランチ：３,000円

フランス料理

JR 東京駅 八重洲北口 徒歩1分

ブラッスリー ポール・ボキューズ
大丸東京

ディナー：7,000円／ランチ：３,000円

ビストロ

地下鉄日比谷線 広尾駅 1番出口 徒歩7分

SMOKE＆VEGETABLE
BISTRO SARU

ディナー：7,000円

イタリア料理

都営三田線 大手町駅 D6番出口 徒歩2分

TRATTORIA CREATTA 

ディナー：10,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

ＪＲ総武線 市ケ谷駅 徒歩8分

chez Olivier

ディナー：7,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

ＪＲ 渋谷駅 徒歩8分

モノリス

ディナー：7,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

東急東横線 祐天寺駅 徒歩10分

ボンシュマン

ディナー：7,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

地下鉄銀座線 表参道駅 B2番出口 徒歩5分

ビストロ ブノワ

ディナー：10,000円／ランチ：5,000円

焼肉

小田急小田原線 経堂駅 徒歩4分

炭火焼肉 ふちおか

ディナー：７,000円

フランス料理

地下鉄日比谷線 恵比寿駅 1番出口 徒歩7分

AMOUR（アムール）

ディナー：10,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

JR 渋谷駅 徒歩8分

LATURE

ディナー：10,000円／ランチ：5,000円

イタリア料理

ＪＲ 目黒駅 西口 徒歩3分

レストラン ラッセ

ディナー：10,000円／ランチ：5,000円

フランス料理

ＪＲ総武線 平井駅 徒歩3分

レストラン コバヤシ

ディナー：10,000円 7,000円／ランチ：5,000円 3,000円

日本料理

地下鉄 六本木駅 徒歩5分

旬の味 いち

ディナー：10,000円

フランス料理

地下鉄南北線 麻布十番駅 1番出口 徒歩5分

Bistrot Quotidien
（ビストロ コティディアン）

ディナー：10,000円 7,000円／ランチ：5,000円 3,000円

※画像はイメージです。

※金額の設定は変更となる場合がございます。
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