
美登里 《日本料理》

 銀座8-8-7 第3ソワレドビル5F
 03-3289 -2362
 17:30～23:00（L.O.21:00）
 土 ・ 日曜、祝日 
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

45

千客万来 ぎんざ芝濱 《日本料理》

 銀座8 -12-5 峯田ビルB1F
 03-6278-0488
 昼12:00～14:00
    夜18:00～23:00（L.O.22:00）
 日曜、祝日 

46

レストランテ スペインクラブ 銀座 《スペイン料理》

 銀座7-7-7 GINZA 777
　 ADC BUILDING 2F
 03-6228-5338
 昼11:30～15:00（L.O.14:00）
    夜17:30～23:00（L.O.22:00）
　  ※土・日曜、祝日の夜は17:00～22:00（L.O.21:00）
 年中無休（年末年始を除く） 

43

資生堂パーラー 銀座本店（レストラン）《西洋料理》

 銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル4・5F
 03-5537-6241
 昼11:30～（L.O.16:00）
    夜16:00～21:30（L.O.20:30）
 月曜（祝日の場合は営業）、年末年始 

44

銀座 治作 《会席料理 ・ 日本料理》

 銀座8 -12 -15 全国燃料会館ビルB1F
 03-3542-5877
 17:00～23:00（L.O.22:00）
    ※土曜は17:00～22:00（L.O.21:30）
 日曜、祝日、年末年始 
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

47

NAMIKI667 《オーブン料理》

 銀座6-6-7 ハイアット セントリック 
　 銀座 東京3F
 03-6837-1300
 昼11:30～14:30（L.O.14:00）
    夜18:00～22:00（L.O.21:00）
 年中無休

26

あわびの源太 《あわび料理》

 銀座6-7-18 デイム銀座B1F
 03-3569-2277
 17:00～23:00（L.O.22:30）
 日曜
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

27

叙々苑 銀座みゆき通り店 《焼肉》

 銀座6-8-3 銀座尾張町TOWER10F
 03-6253-8929
 昼11:30～16:00（L.O.）
    夜16:00～22:45（L.O.）　
　 ※土 ・ 日曜、祝日は11:30～22:00（L.O.）
 年中無休 

28

赤坂璃宮 銀座店 《中国料理》

 銀座6-8-7 交詢ビル5F
 03-3569-2882
 昼11:30～15:00（L.O.）
　 ※日曜、祝日は11:30～16:00（L.O.）
    夜17:30～22:00（L.O.）
      ※日曜、祝日は16:00～20:30（L.O.）
 年中無休（年末年始を除く）

29

割烹 中嶋 《日本料理》

 銀座6 -9 -13
 03-3571-2600
 17:30～22:00（L.O.20:00）
 日曜、祝日 
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

30

Salt grill & tapas bar 《オーストラリア料理》

 銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
 03-6264-5402
 昼11:00～15:30（L.O.14:30）
   夜17:30～23:30（L.O.22:00）
 GINZA SIXの休館日に準ずる。

31

名産松阪肉 朝日屋 
すき焼き牛しゃぶ 松重 《すき焼き・しゃぶしゃぶ》

 銀座6-10-1 GINZA SIX 6F 
　 銀座大食堂内
 03-6274-6829
 昼11:00～15:00（L.O.14:00）
   夜17:00～23:30（L.O.21:30）
 GINZA SIXの休館日に準ずる。

32

日本料理 むとう 《日本料理》

 銀座6-4-16
 03-3571-0723
 昼11:30～14:00（L.O.13:30）
    夜17:00～22:00（L.O.21:00）
 日曜、祝日、年末年始 

25 仙台牛炭火焼ステーキ AZUMAN 《ステーキ》

 銀座7-6-10 アソルティ花椿通りビル7F
 03-6228-5471
 17:30～23:00（L.O.21:00）
 日曜、祝日、年末年始 
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

37

叙々苑 銀座コリドー店 《焼肉》

 銀座7丁目2番先 銀座コリドー2F
 03-6215-8989
 昼11:30～15:00（L.O.14:30）
   夜16:00～翌3:00（L.O.）
    ※土・日曜、祝日は11:30～22:00（L.O.）
 年中無休 

35

神戸牛すてーき Ishida 《鉄板焼き》

 銀座6-10-1 GINZA SIX 6F
　 銀座大食堂内
 03-6264-6529
 昼11:00～15:00（L.O.14:00）

    夜17:00～23:30（L.O.21:30）
 GINZA SIXの休館日に準ずる。

33

鮨処 いし原 《寿司》

 銀座7-6-5 石井紀州屋ビル1F
 03-3573-4134
 昼11:00～14:00（L.O.13:40）
    夜17:00～23:00（L.O.22:20）
 日曜、祝日 

36

THE GRAND GINZA 《フランス料理》

 銀座6-10-1 GINZA SIX 13F
 03-6280-6129
 昼11:00～16:00（L.O.14:30）

    夜17:00～22:30（L.O.21:00）
 GINZA SIXの休館日に準ずる。

34 オ

オ オ

オ寿し屋の勘八 本店 《寿司》

 銀座7-7-19 ニューセンタービル1F
 03-3573-1274
 17:30～26:00（L.O.25:30）
    ※土曜は17:00～22:00（L.O.21:30）
 日曜、祝日 
※夜のみの営業のため特別コースはディ
ナーのみです。ランチはありません。

41

金田中 庵 《日本料理》

 銀座7-6-16 銀座金田中ビル2F
 03-3289-8822
 昼11:50～14:00（L.O.）

    夜17:30～22:00（L.O.）
    ※土曜夜は17:30～21:00（L.O.）
 日曜、祝日、年末年始 

39

銀座 岡半本店 《鉄板焼き》

 銀座7-6 -16 銀座金田中ビル8F
 03-3571-1417
 昼11:30～14:00（L.O.13:30）
    夜17:30～22:00（L.O. 21:30）
 日曜、祝日、年末年始 

38

ロドラント ミノルナキジン 《フランス料理》

 銀座7-7-19 ニューセンタービルB1F
 03-5537-7635
 昼12:00～15:30（L.O.13:30）
    夜18:30～23:00（L.O.20:30）
 不定休につき、事前にご確認ください。

40

イルピノーロ銀座 《イタリア料理》

 銀座7-8-7 Ginza Green 9F
 03-5537-0474
 昼11:30～15:30（L.O.13:30）
    夜17:30～23:00（L.O.20:30）
 Ginza Greenの休館日に準ずる。 

42

オオ

オ

オオ

オ

……オンライン予約可能オ 「一休.comレストラン」▶http://restaurant.ikyu.com/ でのオンライン予約が可能です。 ※掲載されている料理写真はすべてイメージです。

2018年4月21日（土）～5月6日（日）
ダイナースクラブ

銀座レストランウィーク 2018 Spring

【予約開始日】

※ダイナースクラブ会員の方は、ダイナースクラブカードでお支払いください。

ダイナースクラブ会員先行予約：2018年3月31日（土）から
ダイナースクラブ会員以外の方：2018年4月4日（水）から

ご予約は
お早めに

銀座レストランウィーク参加店銀座レストランウィーク参加店

銀座のグルメイベント

17MK-R2494-201803

DINERS CLUB

 GINZA
RESTAURANT 
WEEK
2018 Spring ダイナースクラブ

銀座レストランウィーク

2018年4月21日（土）～5月6日（日）実
期
施
間



BLT STEAK GINZA 《ステーキ》

 銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル銀座8F
 03-3573-1129
 昼11:30～15:00（L.O.14:15）

    夜17:00～23:00（L.O.22:00）
 年中無休
※写真のTボーンステーキは、レストラン
ウィークではディナーのみです（ご予約は2名様から）。

14

南蛮 銀圓亭 《西洋料理》

 銀座5-4-8 カリオカビル7F
 03-3573-1991
 昼11:30～14:30（L.O.14:00）

    夜17:30～21:30（L.O.21:00）
 日曜、祝日 

15

レストラン エスコフィエ 《フランス料理》

 銀座5-4 -15 ソニー通り
 03-3571-1882
 昼11:30～15:00（L.O.14:00）

    夜17:30～22:00（L.O.20:50）
 年中無休（年末年始を除く） 

16

三笠会館 メッツァニィノ 《イタリア料理》

 銀座5-5-17 三笠会館本店中2F
 03-3289-5671
 昼11:30～16:00（L.O.）

    夜16:00～22:00（L.O.）
　 ※土・日・祝は11:00～21:30（L.O.）
 元日 

17

日本料理 綾 《日本料理》

 銀座4-3-12 銀座伊藤ビル1F
 03-5159-4510
 昼11:00～15:30（L.O.14:00）
    夜18:00～23:00（L.O.21:00）
 不定休 

10サーラ アマービレ 《イタリア料理》

 銀座2-6-5  銀座トレシャス12F
 03-3535-6669
 昼11:30～15:00（L.O.13:30）

    ※日曜は12:00～15:00（L.O.13:30）
　 夜17:30～23:00（L.O.22:00）
    ※日曜は17:30～21:00（L.O.19:30）
 第1月曜日 

4

リストランテ ・ ヒロ ギンザ 《イタリア料理》

 銀座3-2-15 ギンザ ・ グラッセ7F
 03-3535-2750
 昼11:00～15:30（L.O.14:00）
    夜18:00～23:00（L.O.21:00）
 年末年始

5

ラール ・ エ ・ ラ ・ マニエール 《フランス料理》

 銀座3 -4 -17 銀座オプティカB1F
 03-3562-7955
 昼11:30～（L.O.13:30）
    夜18:00～（L.O.20:30）
 日曜、月曜昼

6

京都 つる家 花陽 《日本料理》

 銀座3-6-1 松屋銀座8Fレストランフロア
 03-3538-7002
 昼11:00～15:00（L.O.）
    夜16:30～22:00（L.O.20:30）
 元日 

8

レ ・ ロジェ ・ エギュスキロール 《フランス料理》

 銀座4-6-16 銀座三越12F
 03-3561-7020
 昼 11:00～16:00（L.O.14:30）
    夜17:00～23:00（L.O.21:00）
 銀座三越の定休日に準ずる。

11

鉄板懐石 ふく 《鉄板焼き》

 銀座4-8 -11 善隣ビル4F
 03-6264-4288
 昼11:00～15:30（L.O.14:00）

    夜18:00～23:00（L.O.21:00）
 年中無休（年末年始を除く） 

12

ラ ・ ターブル プリべ イシダ 《フランス料理》

 銀座4 -10-1 HOLON-GINZA4F
 03-6264-3441
 昼12:00～15:00（L.O.14:00）

    夜18:00～22:30（L.O.21:30）
 日曜

13

三笠会館 榛名 《フランス料理》

 銀座5-5-17 三笠会館本店2F
 03-3289-5669
 昼11:30～14:30（L.O.）

    ※土・ 日曜、祝日は11:00～16:00（L.O.）
　夜 17:00～21:00（L.O.）
    ※土・ 日曜、祝日は16:00～21:00（L.O.）
 元日

18

三笠会館 大和 《鉄板焼き》

 銀座5-5-17 三笠会館本店7F
 050-3184-4129
 昼11:30～16:00（L.O.）

    夜16:00～22:00（L.O.）
     ※土・日曜、祝日は11:00～21:30（L.O.）
 元日

21

鮨 からく 《寿司》

 銀座5-6 -16 西五番館ビルB1F
 03-3571-2250
 昼12:00～14:00（L.O.13:30）

    夜17:30～22:00（L.O.21:00）
 日曜、祝日 

22

三笠会館 吉野 《懐石・ しゃぶしゃぶ》

 銀座5-5-17 三笠会館本店3F
 03-3289-5667
 昼11:30～14:30（L.O.）

    ※土・ 日曜、祝日は11:00～16:00（L.O.）  
　 夜17:00～21:00（L.O.）
    ※土・ 日曜、祝日は16:00～21:00（L.O.）
 元日 

19

三笠会館 秦
しんわいしゅん

淮春 《揚州料理》

 銀座5-5 -17 三笠会館本店4F
 03-3289-5665
 昼11:30～16:00（L.O.）

    夜16:00～22:00（L.O.）
     ※土 ・ 日曜、祝日は11:00～21:30（L.O.）
 元日 

20

銀座 大志満 《加賀料理》

 銀座5-8-20 銀座コア9F
 03-3574-8080
 昼11:00～15:00（L.O.14:30）
    夜17:00～22:00（L.O.20:30）
 銀座コアの休館日に準ずる。 

23

銀座 楼蘭 《中国料理》

 銀座5-8-20 銀座コア10F
 03-3575-0787
 昼11:00～16:30
    夜17:00～22:00（L.O.21:00）
 銀座コアの休館日に準ずる。 

24

Bisteccheria INTORNO 《ステーキ》

 銀座4-1-2 NISHI GINZA 2F
 03-3566-4155
 昼 11:30～15:30（L.O.14:00）

　  ※土・日曜、祝日のみ
    夜17:00～23:00（L.O.21:30）
※ランチは土・日曜、祝日のみの営業のため、
ランチの特別コースは土・日曜、祝日のみです。　  年末年始 

9

リストランテ ・ クロディーノ 《イタリア料理》

 銀座3-4-17 銀座オプティカ6F
 03-5579-9815
 昼11:30～15:30（L.O.14:00）

    夜18:00～23:30（L.O.21:30）
 日曜、第1 ・ 第3月曜 

7

銀座 いしづか 《日本料理》

 銀座1-13-8 ハビウル銀座5F
 03-6228-6908
 昼11:30～14:30（L.O.13:30）
　 夜17:30～22:30（L.O.20:30）
 日曜、祝日 
※GWの営業については、事前にご確認
ください。

3

銀座 シェ・トモ 《フランス料理》

 銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル11-12F
 03-5524-8868
 昼 11:30～15:00（L.O.13:30）
    夜 17:30～22:30（L.O.21:00）
 月曜（月曜が祝日の場合は翌火曜）

1

レストラン ドンピエール 銀座本店 《フランス料理》

 銀座1-10-19 銀座一ビルヂング2F
 03-3567-3641
 昼11:30～15:00（L.O.14:00）
    夜17:30～23:00（L.O.21:00）
 月曜

2

……オンライン予約可能オ

オ

オ

オ

オオ オ

オ

オ

オ オ

オ

オ オ

オ オ

オ

オ

銀座レストランウィーク参加店 銀座レストランウィーク参加店

「一休.comレストラン」▶http://restaurant.ikyu.com/ でのオンライン予約が可能です。

【注意事項】ご利用前に必ずご確認ください。

※特別コースを提供できる数に制限があり、ご予約いただけない場合があります。また、お店の予約状況によりご希望日にご予約
いただけない場合があります。※ランチ営業がないお店ではランチの特別コースの提供はありません。※ご予約時に特別コースご
利用のお申し出がない場合、特別コースのご用意はできません。※期間中の営業日は各店によって異なりますので、ご予約時にご確
認ください。※他の割引・特典・サービス・キャンペーンなどとの併用はできません。※食前酒の内容は各店により異なります。※ご予
約のキャンセル・変更には各店所定のキャンセル料がかかりますので、あらかじめご了承ください。※メニューの詳細や予約に関する
情報は、直接各店へお問い合わせください。※各店の情報は各施設から2018年1月に提供された資料をもとに制作しているため、
内容の一部に変更が生じている可能性があります。あらかじめご了承ください。※掲載されている料理写真はすべてイメージです。

　   期間中、参加店で「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク特別コース」を
　　 以下の特別価格でご提供します。

◇ ランチ 3,000円（サービス料込／税別）◇ ディナー 10,000円（サービス料込／税別）
　　　　●さらに上記ディナーコースに、食前酒をお一人様につき1杯サービスします。

　　　　※ランチ営業のないお店では、ランチの特別コースのご提供はありません。
　　　　※特別コースを提供できる数に制限があり、ご予約いただけない場合があります。

❶ 参加店の中から、ご希望のお店をお選びください。
▼

❷ お店に直接お電話でご予約ください（予約開始日の設定があります）。
ご予約の際、「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク特別コース」ご希望の旨、

必ずお申し出ください。
※ご予約時のお申し出がない場合、特別コースのご用意はできません。

※「オンライン予約可能」と記載のあるお店は、
レストラン予約サイト「一休.comレストラン」 ▼http://restaurant.ikyu.com/でのオンライン予約が可能です。

※ご予約後のキャンセルはご遠慮ください。
※ダイナースクラブ会員の方は、ダイナースクラブカードでお支払いください。

ダイナースクラブ会員は、2018年3月31日（土）から先行予約開始。
ダイナースクラブ会員以外の方は、2018年4月4日（水）から予約開始。

【特典内容】

【利用方法】

【予約開始日】

※掲載されている料理写真はすべてイメージです。

2018年4月21日（土）～5月6日（日）

銀座レストランウィーク
2018 Spring

ダイナースクラブ

ご利用ガイド
※営業日は各店によって異なります。


