
映画観賞券
プレゼントキャンペーン！！

TOHOシネマズ日本橋限定

24,000円の場合 15,600円（1名7,800円）
（1名12,000円）

ご予約時の料金

8,400円割引宿泊
料金

GoToトラベルご利用で こんなにお得!

「1室1万円分レストランチケット付き宿泊プラン」のお申し込みはこちらから。

TOHOシネマズ日本橋限定 映画鑑賞券のお渡しには下記の申請が必要です。

STEP 1

STEP 2

こんなにたくさんの特典がついてきます！！

開催期間 2020.11 30mon～ 2021.1 30sat

GoToトラベルご利用で

※1 24,000円×15%=3,600円
   　1,000円単位の四捨五入で4,000円

※2 先着150組様限定。定員に達し次第、
      & Life-Biz上でのお申し込みは終了させていただきます。

宿泊後後日郵送のため、
チェックイン時にはお渡しできません。

有効期限：2021年5月31日まで4,000円※1

地域共通クーポン券

10,000円
対象レストラン及びチケットご利用方法は

裏面でご確認ください。

対象レストランで
ご利用いただけるチケット

TOHOシネマズ日本橋限定
映画鑑賞券〈2名分〉※2

& Life-Biz会員限定!! 先着150組様

キャンペーンの詳細は
& Life-Bizで検索

三井ガーデンホテルの「1室1万円分レストランチケット付き宿泊プラン」ご利用で

21 ご希望のホテルを選択。 3 ご宿泊希望日を
選択して予約。

4 STAYNAVIにてクーポンを取得。

宿泊のご予約を完了した時点では、GoTo
トラベルキャンペーンの割引が適用されま
せん。ご予約確認メールにてリンクURLを
お知らせするSTAYNAVIにて、事前にクー
ポンの取得をお願いいたします。

※ご宿泊後2週間をめやすに、
　ご希望の送付先までご郵送いたします。

右のQRコードで検索いただき、
「日本橋プラン」と「銀座プラン」の
いずれかを選ぶ。

21 このイベントに
申し込むをクリック。

3 必要事項をご入力のうえ、
確認するをクリック。

映画鑑賞券の
お申し込みをクリック。

期間中に右記対象ホテルのいずれかにご宿泊いただくと、「対象レストランで
ご利用いただける1万円分のチケット」「地域共通クーポン券」に加え、& Life-Biz
会員限定で「TOHOシネマズ日本橋限定 映画観賞券〈2名分〉（有効期限2021年
5月31日迄）」が付いてくるお得なキャンペーンを開催！

● 三井ガーデンホテル日本橋プレミア

日本橋プラン選択時対象ホテル

● ホテル ザ セレスティン銀座
● 三井ガーデンホテル銀座プレミア
● ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京
● 三井ガーデンホテル銀座五丁目

銀座プラン選択時対象ホテル

さらに!

無料

モデルプラン 1室2名でご宿泊の場合 ※ご宿泊ホテルに応じてご宿泊料金は変動いたします。



どちらのプランを選択するかでチケット対象施設が変わります！！

コレド室町テラス

コレド室町１

コレド日本橋 交詢ビル

日本橋プラン選択時チケット対象施設 銀座プラン選択時チケット対象施設

ZOE銀座

ホテル ザ セレスティン銀座

ニッタビル

三井ガーデンホテル銀座プレミア

三井ガーデンホテル銀座五丁目

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京

GINZA gCUBE

三井ガーデンホテル日本橋プレミア

ＯＶＯＬ日本橋ビル

※対象レストランは2020年11月1日時点のものです。予告なく変更する場合がございます。

【チケットのご利用方法】
ホテルでチェックイン時にお渡しするチケットを各対象店舗にお持ちいただき、お支払い時にご利用いただけます。
釣銭はお渡ししかねますのでご注意ください。
店舗のご利用にあたっては、お客様から事前に直接店舗へのご予約をお願いいたします。
予約状況やお店のポリシー、営業時間・営業日の変更等により、ご希望日やご希望時間帯にご利用いただけない場合もございますので、
事前にご予約されることをお勧めいたします。なお、ご利用いただかなかった場合でも返金は致しかねます。

●

●

【チケットのご利用上の注意事項】
レストランでは、ランチ、ディナー、テイクアウトいずれでもご利用いただけます。
（営業時間やテイクアウトサービスの有無は店舗によって異なります。事前にご確認の上ご利用ください。）
チケットの有効期限は、ご宿泊のチェックイン日からチェックアウト日までとなります。 
ご宿泊を伴わない、チケットのみの購入は出来かねます。また、チケットは現金とのお引換えはできません。 
チケットは、ご宿泊者様以外の第三者への譲渡はできません。

●

●

●

●

銀座トレシャス

銀座ベルビア館

東京焼肉 一頭や
TEL.03-6225-2970

韓国料理・
焼肉

いい乃じ
TEL.03-6225-2120 和 食

富錦樹台菜香檳
TEL.03-6262-5611 台湾料理

とんかつと豚肉料理 平田牧場
TEL.03-6214-3129

和 食

京都 石塀小路 豆ちゃ
TEL.03-6202-0505 和 食

松江の味 日本橋皆美
TEL.03-3274-0373 和 食

人形町今半 銀座店
TEL.03-3571-5333

すき焼

銀座 六覺燈
TEL.03-5537-6008 串揚げ

Restaurant GINTO 銀座店
TEL.03-3538-6600

フレンチ

GINZA CASITA
TEL.03-5537-3535

イタリアン

板前料理 日月火
TEL.03-3538-7788 和 食

EXBAR TOKYO
TEL.03-6263-8437

ビール&
肉料理

リストランテ アル ケントーレ
TEL.03-3572-1991 イタリアン

Restaurant sky
TEL.03-3543-3157 イタリアン

SHARI
TEL.03-6226-5545 和 食

現代里山料理 ZEN HOUSE
TEL.03-6260-6851
ディナーは平日のみ営業。事前予約制（前日19時まで）

現 代
里山料理

Cocktail KARIN
TEL.03-3543-3153 バー

赤坂璃宮 銀座店
TEL.03-3569-2882 広東料理

郷土・松江の味 銀座皆美
TEL.03-3289-3751

懐 石

柿安 銀座店
TEL.03-3289-3771 すき焼

ローストビーフの店 鎌倉山
銀座店
TEL.03-5809-1041

ロースト
ビーフ

鮨処 銀座福助 本店
TEL.03-3535-3191 鮨

香港1997
TEL.03-6228-7258 広東料理

銀座KAN
TEL.03-3562-7557

鉄板和食

天香回味 銀座店
TEL.03-5524-7767

蒙古薬膳
火鍋専門店

イタリアン
AROMAFRESCA
TEL.03-3535-6667

寿司幸 別館 IKKYU
TEL.03-3289-0019 寿 司

銀座 玉ゐ
TEL.03-6264-6896 あなご料理

日本橋浅田
TEL.03-5542-1700

日本料理

BAR 松 MATSU
TEL.03-5542-1700 バー

SALONE VENDREDI
TEL.03-3548-0130

ビストロ
ラウンジ

寿司・海鮮料理
日本橋まぐろ人
TEL.03-3548-8690

和 食

天ぷら 魚新
TEL.03-5205-7661 和 食

タイレストラン 沌
TEL.03-6225-2891 タイ料理

シロッコ
TEL.03-3272-6337

イタリアン・
スパニッシュ

ピッツェリア ダ チーボ
TEL.03-3272-6855 イタリアン

ロティサリーバール ダパウロ
TEL.03-6225-9770

イタリアン・
フレンチ

焼肉やまと
TEL.03-3527-9329

韓国料理・
焼肉

盤古殿
TEL.03-6281-9991 中国料理

ロカンダ ミート＆イタリー
TEL.03-3548-0200

イタリアン

リバヨンアタック
TEL.03-3548-0840 中 華

肉屋の量売り食堂 听屋（ポンドヤ）
TEL.03-6262-3240 肉料理

日本橋 墨之栄
TEL.03-3548-9917 和 食

ケ ヴォーリア！
TEL.03-6225-2200 イタリアン

ビキニ ピカール
TEL.03-6202-3600 スパニッシュ

四川飯店 日本橋
～Chen Kenichi's China～
TEL.03-6225-2233

中国料理

おばんざい・炙り焼き・酒 菜な
TEL.03-3548-0977 和 食

米祥
TEL.03-6225-2424 和 食

肉割烹 KINTAN
TEL.03-3516-1129 和 食

中國名菜 孫
TEL.03-6225-2728 中国料理

日本橋 かに福
TEL.03-6265-1577 和 食

銘鶏やき鳥 鳥仙
TEL.03-6225-2008
和牛一頭焼肉
盛岡手打冷麺 房家
TEL.03-6225-2347

韓国料理・
焼肉

和 食

ざくろ 室町店
TEL.03-3241-4841 和 食

串亭
TEL.03-3548-8611 和 食


