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京急グループ施設　特典対象一覧　（2022年10月1日時点）

【各施設共通の注意事項】　※施設固有の注記がある場合はそれに準ずる。

●会員本人を含む最大5名様まで利用可能（1日1回限り）

●他の割引券等との併用は不可

シルバー ゴールド

(株)葉山マリーナ― 葉山マリーナ 提示 3,000円→2,000円（大人・税抜）　1,500円→1,000円（小人・税抜） 3,000円→2,000円（大人・税抜）　1,500円→1,000円（小人・税抜） 3,000円→2,000円（大人・税抜）　1,500円→1,000円（小人・税抜）
046-875-0002

https://hayamamarina.com/

京急 EXイン 提示
ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

■京急 EXイン 秋葉原 …03-5289-3910

■京急 EXイン 浅草橋駅前 …03-5820-3910

■京急 EXイン 東京・日本橋 …03-3669-3910

■京急 EXイン 東銀座 …03-5565-3910

■京急 EXイン 浜松町・大門駅前 …03-3431-3910

■京急 EXイン 品川・新馬塲駅北口 …03-5769-3910

■京急 EXイン 蒲田 …03-3736-3910

■京急 EXイン 蒲田駅前 …03-5703-3910

■京急 EXイン 羽田・穴守稲荷駅前 …03-3744-3910

■京急 EXイン 羽田イノベーションシティ …03-3451-3910

■京急 EXイン 羽田 …03-3742-3910

■京急 EXイン 京急川崎駅前 …044-246-3910

■京急 EXイン 横浜駅東口 …045-441-3910

■京急 EXイン 横須賀リサーチパーク …046-847-3910

https://www.keikyu-exinn.co.jp/

 羽田イノベーションシティ2020年9月1日開業【追加】

京急 EXホテル 提示
ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

ミネラルウォーター１本

※カード所有者本人のみ

■京急EXホテル高輪 …03-5423-3910

https://www.keikyu-exhotel.jp/hotel/takanawa/

■京急EXホテル札幌 …011-737-3910

https://www.keikyu-exhotel.jp/hotel/sapporo/

京急EXホテル札幌2022年6月29日開業【追加】

三崎観光(株) ホテル京急油壺観潮荘 提示

●宿泊

基本料金より5％OFF（予約時に申し出必要，他の優待，企画商品除く）

●レストラン

飲食5％OFF（会計時にカ－ド提示，但し他の優待，企画商品除く）

●宿泊

基本料金より5％OFF（予約時に申し出必要，他の優待，企画商品除く）

●レストラン

飲食5％OFF（会計時にカ－ド提示，但し他の優待，企画商品除く）

●宿泊

基本料金より5％OFF（予約時に申し出必要，他の優待，企画商品除く）

●レストラン

飲食5％OFF（会計時にカ－ド提示，但し他の優待，企画商品除く）

046-881-5211

https://www.misakikanko.co.jp/aburatsubo/
2020年4月1日追加

サービス 京急サービス（株） 京急ライフサポート 提示

●家事代行・ハウスクリーニング・ハウスグリーンのいずれかの業務を10,000円（消費

税等別途）以上ご利用につき商品代金から500円割引。

※お支払いは振込または現金

※予約時に優待対象である旨を伝え，作業時にカードを提示

※対象エリアは，横浜市（一部除く）・横須賀市・逗子市・葉山町・鎌倉市

　その他のエリアについては，ご相談ください。

●家事代行・ハウスクリーニング・ハウスグリーンのいずれかの業務を10,000円（消費

税等別途）以上ご利用につき商品代金から500円割引。

※お支払いは振込または現金

※予約時に優待対象である旨を伝え，作業時にカードを提示

※対象エリアは，横浜市（一部除く）・横須賀市・逗子市・葉山町・鎌倉市

　その他のエリアについては，ご相談ください。

●家事代行・ハウスクリーニング・ハウスグリーンのいずれかの業務を10,000円（消費税等別

途）以上ご利用につき商品代金から500円割引。

※お支払いは振込または現金

※予約時に優待対象である旨を伝え，作業時にカードを提示

※対象エリアは，横浜市（一部除く）・横須賀市・逗子市・葉山町・鎌倉市

　その他のエリアについては，ご相談ください。

0120-39-3810

https//www.keikyu-service.co.jp
2020年7月16日追加

施設問合せ先 備考

レジャー

ホテル

(株)京急イーエックスイン

区分 法人名 施設名 区分
京急ポイントプレミアポイントクレジットカード 名鉄（名鉄ミューズカード）・京阪HD（e-kenet VISAカード）・

西鉄（クレジットnimoca）
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名鉄グループ施設（東海エリア）　特典対象一覧　（2022年3月1日時点）

【各施設共通の注意事項】　※施設固有の注記がある場合はそれに準ずる。

●会員本人を含む最大5名様まで利用可能（1日1回限り）

●他の割引券等との併用は不可

一般会員特典 ゴールドプレステージ特典

(公財)博物館明治村 博物館 明治村 支払
正規料金より、

【大人】300円割引、【シニア・大学生】200円割引、【高校生】200円割引、【小中学生】

100円割引

正規料金より、

【大人】300円割引、【シニア・大学生】200円割引、【高校生】200円割引、【小中学生】

100円割引

正規料金より100円割引
0568-67-0314

https://www.meijimura.com/

野外民族博物館　リトルワールド 支払 【大人】300円割引、【シルバー、中高生】200円割引、【小学生、幼児】100円割引 【大人】300円割引、【シルバー、中高生】200円割引、【小学生、幼児】100円割引 【大人】300円割引、【シルバー、中高生】200円割引、【小学生、幼児】100円割引
0568-62-5611

http://www.littleworld.jp/

日本モンキーパーク 支払 【おとな（中学生以上）】200円割引　【こども】100円割引 【おとな（中学生以上）】200円割引　【こども】100円割引 【おとな（中学生以上）】200円割引　【こども】100円割引
0568-61-0870

http://www.japan-monkeypark.jp/

南知多ビーチランド＆

南知多おもちゃ王国
支払 【高校生以上】300円割引、【2歳～中学生】100円割引 【高校生以上】300円割引、【2歳～中学生】100円割引 【高校生以上】300円割引、【2歳～中学生】100円割引

0569-87-2000

http://www.beachland.jp/beach/index.asp

ゆのゆTOYOHASHI 提示
会員価格で入館（平日750円→700円、休日850円→800円）

※来館時に対象カードを提示

会員価格で入館（平日750円→700円、休日850円→800円）

※来館時に対象カードを提示

会員価格で入館（平日750円→700円、休日850円→800円）

※来館時に対象カードを提示

0532-26-4126

https://yunoyu.jp/

奥飛観光開発(株) 新穂高ロープウェイ 提示

ロープウェイ往復料金割引

  ■第1・第2ロープウェイ連絡往復

　大人2,900円→2,700円、小人1,450円→1,350円

　■第2ロープウェイ往復

　大人2,800円→2,600円、小人1,400円→1,300円

　※チケット販売窓口でカード提示

ロープウェイ往復料金割引

  ■第1・第2ロープウェイ連絡往復

　大人2,900円→2,700円、小人1,450円→1,350円

　■第2ロープウェイ往復

　大人2,800円→2,600円、小人1,400円→1,300円

　※チケット販売窓口でカード提示

ロープウェイ往復料金割引

  ■第1・第2ロープウェイ連絡往復

　大人2,900円→2,700円、小人1,450円→1,350円

　■第2ロープウェイ往復

　大人2,800円→2,600円、小人1,400円→1,300円

　※チケット販売窓口でカード提示

0578-89-2252

http://shinhotaka-ropeway.jp/
対象施設より除外

中央アルプス観光(株) 中央アルプス駒ケ岳ロープウェイ 提示

ロープウェイ料金10％割引

　※ロープウェイ往復券のみ対象

　※提供場所：菅の台バスセンター出札窓口、しらび平駅出札窓口

　※繁忙期（7～10月）除く

ロープウェイ料金10％割引

　※ロープウェイ往復券のみ対象

　※提供場所：菅の台バスセンター出札窓口、しらび平駅出札窓口

　※繁忙期（7～10月）除く

ロープウェイ料金10％割引

　※ロープウェイ往復券のみ対象

　※提供場所：菅の台バスセンター出札窓口、しらび平駅出札窓口

　※繁忙期（7～10月）除く

0265-83-3107

https://www.chuo-alps.com/

2020年1月4日からロープウェイ運休

（施設ホームページにおいて運休中である旨を告知済み）

東鉄商事(株) 恵那峡遊覧船 提示 大人1,500円→1,200円、小人（小学生以下）750円→600円 大人1,500円→1,200円、小人（小学生以下）750円→600円 大人1,500円→1,200円、小人（小学生以下）750円→600円
0573-25-4800

http://www.tohsyoh.jp/ship

名鉄海上観光船(株) 名鉄海上観光船 提示 定期高速船航路運賃　20％割引 定期高速船航路運賃　20％割引 定期高速船航路運賃　20％割引
0569-63-2035

http://www.meikaijo.co.jp/
2022年4月1日から割引率が20％→10％

太平洋フェリー(株) 太平洋フェリー 提示
「いしかり」・「きそ」・「きたかみ」

船内売店においてワンドリンクサービス

※乗船中１枚のカードにつき1回限り、本人様のみご利用可

「いしかり」・「きそ」・「きたかみ」

船内売店においてワンドリンクサービス

※乗船中１枚のカードにつき1回限り、本人様のみご利用可

「いしかり」・「きそ」・「きたかみ」

船内売店においてワンドリンクサービス

※乗船中１枚のカードにつき1回限り、本人様のみご利用可

052-582-8622

http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/
2020年2月1日から特典開始

(公財)杉本美術館 杉本美術館 提示
大人 　900円→700円 　　高校生 　400円→300円

小・中学生　300円→200円

※会員本人を含む4名まで対象

大人 　900円→700円 　　高校生 　400円→300円

小・中学生　300円→200円

※会員本人を含む4名まで対象

大人 　900円→700円 　　高校生 　400円→300円

小・中学生　300円→200円

※会員本人を含む4名まで対象

0569-88-5171

https://www.meitetsu.co.jp/files/sugimoto/

名鉄グランドホテル 提示

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に会員のみワンドリンクサービス

スカイラウンジ203にてボトルキープ料10%割引

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

●宿泊

直予約のみ10％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に最大4名様までワンドリンクサービス

スカイラウンジ203にてボトルキープ料20%割引

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に会員のみワンドリンクサービス

スカイラウンジ203にてボトルキープ料10%割引

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

052-582-2211

https://www.meitetsu-gh.co.jp/

以下文章を各社ホームページの注意文に追記ください。

「※他の割引との併用不可、個室利用時割引不可」

名鉄ニューグランドホテル 提示

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に会員のみワンドリンクサービス

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

●宿泊

直予約のみ10％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に最大4名様までワンドリンクサービス

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●レストラン

2,000円以上（税込）ご利用時に会員のみワンドリンクサービス

※オーダー時に会員である旨お申し出ください

052-452-5511

https://www.meitetsu-gh.co.jp/ngh/

以下文章を各社ホームページの注意文に追記ください。

「※他の割引との併用不可、個室利用時割引不可」

中部国際空港セントレアホテル 提示

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●その他

チェックアウトからご帰国までの間、コート類等の荷物お預かりサービス

●宿泊

直予約のみ10％割引（予約時に申し出が必要）

●その他

チェックアウトからご帰国までの間、コート類等の荷物お預かりサービス

●宿泊

直予約のみ5％割引（予約時に申し出が必要）

●その他

チェックアウトからご帰国までの間、コート類等の荷物お預かりサービス

0569-38-1111

https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/

以下文章を各社ホームページの注意文に追記ください。

「※他の割引との併用不可、個室利用時割引不可」

(株)名鉄トヨタホテル 名鉄トヨタホテル 提示

●宿泊　基本室料10％割引

　　　　　 ※予約時に本特典利用の旨を伝え、支払い時に対象カードを提示

●6階レストラン　飲食代金10％割引

　　　　　 ※支払い時に対象カードを提示。一部企画商品、テイクアウト商品、

　　　　　　　イベント、宴会利用は割引対象外

●宿泊　基本室料20％割引

　　　　　 ※予約時に本特典利用の旨を伝え、支払い時に対象カードを提示

●6階レストラン　飲食代金10％割引

　　　　　 ※支払い時に対象カードを提示。一部企画商品、テイクアウト商品、

　　　　　　　イベント、宴会利用は割引対象外

●宿泊　基本室料10％割引

　　　　　 ※予約時に本特典利用の旨を伝え、支払い時に対象カードを提示

●6階レストラン　飲食代金10％割引

　　　　　 ※支払い時に対象カードを提示。一部企画商品、テイクアウト商品、

　　　　　　　イベント、宴会利用は割引対象外

0565-35-6611

http://www.toyota-hotel.co.jp/

(株)岐阜グランドホテル 岐阜グランドホテル 提示

●宿泊

正規宿泊代金の5%割引

　(直接ホテルへ予約し本特典を利用する旨申し出必要)

●レストラン

ホテル内レストランでの利用代金5%割引

●宿泊

正規宿泊代金の10%割引

　(直接ホテルへ予約し本特典を利用する旨申し出必要)

●レストラン

ホテル内レストランでの利用代金10%割引

●宿泊

正規宿泊代金の5%割引

　(直接ホテルへ予約し本特典を利用する旨申し出必要)

●レストラン

ホテル内レストランでの利用代金5%割引

058-233-1111

https://www.gifugrandhotel.co.jp/

(株)豊鉄ターミナルホテル 豊鉄ターミナルホテル 提示 宿泊：基本料金の10%割引 宿泊：基本料金の10%割引 宿泊：基本料金の10%割引
0532-56-1100

https://www.toyotetsu.net/

名鉄イン(株) 名鉄イン 提示 宿泊：基本室料より10%割引
宿泊：基本室料より10%割引

VOD無料利用
宿泊：基本室料より10%割引

■名鉄イン名古屋駅新幹線口 …052-453-3434

■名鉄イン名古屋駅前 …052-571-3434

■名鉄イン名古屋桜通 …052-586-3434

■名鉄イン名古屋錦 …052-951-3434

■名鉄イン名古屋金山 …052-324-3434

■名鉄イン名古屋金山アネックス …052-323-3434

■名鉄イン刈谷 …0566-27-3434

■名鉄イン知多半田駅前 …0569-23-3434

■名鉄イン浜松町 …03-5472-3434

■名鉄イン新大阪駅東口 …06-6324-3434

https://www.m-inn.com/

ホテルミュッセ銀座名鉄を除く

名鉄小牧ホテル 提示

●宿泊

基本宿泊料5％割引（直予約のみ）

　※予約時に優待対象である旨を伝え、支払い時に名鉄ミューズカードを提示

　※企画商品、イベント、宴会利用は対象外

●レストラン

日本料理＆欧風料理「有楽」　ワンドリンクサービス（アルコール除く）

　※支払い時に名鉄ミューズカードを提示

●宿泊

基本宿泊料5％割引（直予約のみ）

　※予約時に優待対象である旨を伝え、支払い時に名鉄ミューズカードを提示

　※企画商品、イベント、宴会利用は対象外

●レストラン

日本料理＆欧風料理「有楽」　ワンドリンクサービス（アルコール除く）

　※支払い時に名鉄ミューズカードを提示

●宿泊

基本宿泊料5％割引（直予約のみ）

　※予約時に優待対象である旨を伝え、支払い時に名鉄ミューズカードを提示

　※企画商品、イベント、宴会利用は対象外

●レストラン

日本料理＆欧風料理「有楽」　ワンドリンクサービス（アルコール除く）

　※支払い時にカードを提示

0568-75-7111

http://www.mei-komakihotel.co.jp/

ホテルミュースタイル犬山エクスペリエンス
支払

提示

通常10時チェックアウト→12時のレイトチェックアウトへ変更可能

※　各種カードで決済いただいた方が対象

※　チェックイン後、フロントにてカードをご提示ください

※　プレミアムツインは対象外

ご飲食代金 5%off

※　他の割引プラン等との併用は不可

※　1名様のご提示で最大4名様まで利用可能

※　1人あたり1,500円以上ご注文のお客様のみ対象

※　お会計時にカードをご提示ください

通常10時チェックアウト→12時のレイトチェックアウトへ変更可能

※　各種カードで決済いただいた方が対象

※　チェックイン後、フロントにてカードをご提示ください

※　プレミアムツインは対象外

ご飲食代金 5%off

※　他の割引プラン等との併用は不可

※　1名様のご提示で最大4名様まで利用可能

※　1人あたり1,500円以上ご注文のお客様のみ対象

※　お会計時にカードをご提示ください

通常10時チェックアウト→12時のレイトチェックアウトへ変更可能

※　各種カードで決済いただいた方が対象

※　チェックイン後、フロントにてカードをご提示ください

※　プレミアムツインは対象外

ご飲食代金 5%off

※　他の割引プラン等との併用は不可

※　1名様のご提示で最大4名様まで利用可能

※　1人あたり1,500円以上ご注文のお客様のみ対象

※　お会計時にカードをご提示ください

0568-54-3111

奥飛観光開発(株) ホテル穂高 提示 1泊2食付　10％割引 1泊2食付　10％割引 1泊2食付　10％割引
0578-89-2200

http://www.hotel-hotaka.jp/

中央アルプス観光(株) ホテル千畳敷 提示 宿泊料金　5%割引 宿泊料金　5%割引 宿泊料金　5%割引
0265-83-3844

https://www.chuo-alps.com/hotel/

2020年1月4日からロープウェイ運休に伴い営業休止

（施設ホームページにおいて営業休止中である旨を告知済み）

名鉄観光サービス(株) 名鉄観光サービス 支払 － －

＜e-kenet VISAカードのみ＞

名鉄観光サーヒスが企画・実施する募集聖企画旅行商品ご購入500円（税込）につき、おけい

はんポイントを1ポイント進呈

https://www.mwt.co.jp/

(株)名鉄クリーニング 名鉄クリーニング 提示

クリーニング料金　5％割引

※名鉄クリーニング会員様の割引（5％割引）は併用可（計10％割引）

※セール割引等、その他の割引との併用不可

※お急ぎの仕上げや特殊品（布団・皮革・着物等）、及びお洋服の修理リフォームは

対象外

クリーニング料金　5％割引

※名鉄クリーニング会員様の割引（5％割引）は併用可（計10％割引）

※セール割引等、その他の割引との併用不可

※お急ぎの仕上げや特殊品（布団・皮革・着物等）、及びお洋服の修理リフォームは

対象外

クリーニング料金　5％割引

※名鉄クリーニング会員様の割引（5％割引）は併用可（計10％割引）

※セール割引等、その他の割引との併用不可

※お急ぎの仕上げや特殊品（布団・皮革・着物等）、及びお洋服の修理リフォームは対象外

052-501-5511

https://www.meikuri.co.jp/

(株)アイピーシー わんわん動物園 提示
入場料

【大人（中学生以上）】1,280円→1,030円、【小人（4歳以上）】640円→530円

入場料

【大人（中学生以上）】1,280円→1,030円、【小人（4歳以上）】640円→530円

入場料

【大人（中学生以上）】1,280円→1,030円、【小人（4歳以上）】640円→530円

0564-26-3884

http://wwzoo.com/

備考施設問合せ先

グループ外

区分
名鉄ミューズカード 京急（京急プレミアポイントクレジットカード）・京阪HD（e-kenet VISA

カード）・西鉄（クレジットnimoca）

その他

ホテル

施設名

(株)名鉄グランドホテル

(株)名鉄インプレス

区分 法人名

レジャー

(株)名鉄犬山ホテル



別紙1
京阪グループ施設　特典対象一覧　（2023年4月1日時点）

【各施設共通の注意事項】　※施設固有の注記がある場合はそれに準ずる。

●会員本人を含む最大5名様まで利用可能（1日1回限り）

●他の割引券等との併用は不可

(株)京阪レジャーサービス ひらかたパーク 支払・提示

・施設：直営ショップ （ノームショップ／ウィザードヴィレッジ／フロドの森）

　内容：商品 10%引き（一部対象外あり）

　条件：カードによる決済

　

・施設：直営カフェ店舗 （ドリップ＆ドロップ コーヒーサプライ／ディッピンドッツ・アイスクリーム）

　内容：全品 50円引き（アルコール商品除く）

　条件：カードによる決済F9:G9F15F9:G12F9:G12F9:G13F15F9:G12F9:I15

・施設：直営ショップ （ノームショップ／ウィザードヴィレッジ／フロドの森）

　内容：商品 10%引き（一部対象外あり）

　条件：カードによる決済

　

・施設：直営カフェ店舗 （ドリップ＆ドロップ コーヒーサプライ／ディッピンドッツ・アイスクリーム）

　内容：全品 50円引き（アルコール商品除く）

　条件：カードによる決済

072-844-+G9+H9

大阪水上バス(株)

①大阪港観光船「サンタマリア」

②大阪水上バス「アクアライナー」

支払・提示

①デイクルーズ・トワイライトクルーズ乗船料10%割引

※カードによる決済

※本人含む3名まで

※セット他企画商品除く

②大阪城、中之島めぐり一周40分クルーズ乗船料10%割引

※カードによる決済

※本人含む3名まで

※セット他企画商品除く

①デイクルーズ・トワイライトクルーズ乗船料10%割引

※カードによる決済

※本人含む3名まで

※セット他企画商品除く

①大阪城、中之島めぐり一周40分クルーズ乗船料10%割引

※カードによる決済

※本人含む3名まで

※セット他企画商品除く

【大阪港観光船「サンタマリア」】

0570-04-5551

http://suijo-bus.osaka/intro/santamaria/

【大阪水上バス「アクアライナー」】

0570-03-5551

http://suijo-bus.osaka/intro/aqualiner/

2023/4/1より　船着場利用制限に伴う航路変更

京阪バス(株) 京都定期観光バス 支払・提示

定期観光バスコース料金一律300円引き

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※本人含む4名まで

※一部コースを除く

定期観光バスコース料金一律300円引き

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※本人含む4名まで

※一部コースを除く

075-672-2100

https://resv.kyototeikikanko.gr.jp/

琵琶湖汽船(株)
①観光船「ミシガン」乗船港：大津港、

「竹生島クルーズ」乗船港：長浜港・今津港
支払・提示

①全航路運賃10%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※本人含む3名まで

※チャーターセットコース・企画商品除く

①全航路運賃10%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※本人含む3名まで

※チャーターセットコース・企画商品除く

077-524-5000

https://www.biwakokisen.co.jp/
2023/4/1より

比叡山鉄道(株) 比叡山　坂本ケーブル 提示

運賃20％割引

※カード提示・現金支払

※本人含む4名まで

※10円未満は切り上げ

※旅行代理店経由の優待や他の割引との併用不可

運賃10％割引

※カード提示・現金支払

※本人含む4名まで

※10円未満は切り上げ

※旅行代理店経由の優待や他の割引との併用不可

077-578-0531

http://www.sakamoto-cable.jp/

ホテル京阪 天満橋

ホテル京阪 札幌

ホテル京阪 浅草

ホテル京阪 淀屋橋

ホテル京阪 京都八条口

ホテル京阪 東京四谷

ホテル京阪 名古屋

ホテル京阪 京都駅南

ホテル京阪 仙台

ホテル京阪 天満橋駅前

支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

（天満橋）

06-6945-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi/

（札幌）

011-758-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/sapporo/

（浅草）

03-5830-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/asakusa/

（淀屋橋）

06-6229-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/yodoyabashi/

（京都八条口）

075-662-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-h/

（東京四谷）

03-5379-1003／https://www.hotelkeihan.co.jp/yotsuya/

（ユニバーサルシ・ティ）

06-6465-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/city/

（名古屋）

052-954-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/nagoya/

（京都駅南）

075-692-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto-e/

（天満橋駅前）

06-6946-0321／https://www.hotelkeihan.co.jp/tenmabashi-e/

２０２３/4/1 条件変更

ホテル京阪 京橋 グランデ 支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可。

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用。

※特別プラン等一部除く。

●レストラン

ロレーヌ（レストラン）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く。

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可。

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用。

※特別プラン等一部除く。

●レストラン

ロレーヌ（レストラン）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く。

06-6353-0321

https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/
２０２３/4/1 条件変更

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー 支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

●レストラン

トップ・オブ・ユニバーサル（スカイレストラン＆バー）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

●レストラン

トップ・オブ・ユニバーサル（スカイレストラン＆バー）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

06-6465-1001

https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/
2023/4/1　条件・営業店舗変更

ホテル京阪 京都 グランデ 支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

●レストラン

地中海料理＆ワイン・ビアバル オクターヴァ（レストラン）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

●レストラン

地中海料理＆ワイン・ビアバル オクターヴァ（レストラン）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

075-661-0321

https://www.hotelkeihan.co.jp/kyoto/
２０２３/4/1 条件変更

ホテル京阪 築地銀座 グランデ 支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

●レストラン

レストラン「tomoru」:5％割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

●レストラン

レストラン「tomoru」:5％割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※特別プラン等一部除く

※その他優待・割引等の併用不可

03-5565-1001

https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/
２０２３/4/1 条件変更

ロテルド比叡 支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、e-kenet VISAカード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり500円引

※現地にてカードによる決済

※公式HPからご予約の際に、各カード会員様の旨をお伝えください。

※事前決済プランには適用不可

※連泊の場合、1泊目のみ割引適用

※特別プラン等一部除く

075-701-0201

https://www.hotelkeihan.co.jp/hotel-hiei/
2023年4月1日 条件変更

京都タワーホテル

京都タワーホテルアネックス
支払・提示

●宿泊

基本室料10％割引

●ホテル内飲食

（通常メニュー）5％割引

※電話予約のうえ、現地にてカードによる決済またはカード呈示・現金支払

※ご予約の際に、「e-kenet VISAカード優待利用」の旨をお申し出ください。 ※除外日あり

※旅行代理店やオンライン等でのお申込み・お支払いの場合は対象外

●宿泊（京都タワーホテル/京都タワーホテルアネックス）

公式ホームページの基本室料金10％割引

●ホテル内飲食（京都タワーホテル）

（通常メニュー）5％割引

※電話予約のうえ、現地にてカードによる決済またはカード呈示・現金支払

※ご予約の際に、「各カード優待利用」の旨をお申し出ください。 ※除外日あり

※旅行代理店やオンライン等でのお申込み・お支払いの場合は対象外

※京都タワーホテルアネックスの飲食優待はございません

（タワーホテル）

075-361-3212

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel/

（アネックス）

075-343-3111

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/tower_hotel_annex/

２０２３/4/1 条件変更

京都センチュリーホテル 支払・提示

●宿泊

レイトチェックアウト 13:00まで無料

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※食事プラン・宴会を除く。

※Ｇ.Ｗ・お盆・年末年始は除く。

※旅行代理店等でのお申し込み、お支払いの場合は対象外

●レストラン

ラジョウ（オールデイダイニング）／エセックス（メインバー）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※除外品・サービス・プランあり

●宿泊

レイトチェックアウト 13:00まで無料

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※食事プラン・宴会を除く。

※Ｇ.Ｗ・お盆・年末年始は除く。

※旅行代理店等でのお申し込み、お支払いの場合は対象外

●レストラン

ラジョウ（オールデイダイニング）／エセックス（メインバー）：ご飲食（通常メニュー）5％割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※除外品・サービス・プランあり

075-351-0111

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/
2023/4/1 条件追加

THE THOUSAND KYOTO

（ザ・サウザンド キョウト）
支払・提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1名様あたり1,000円引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※食事プランを除く

※宴会を除く

※G.W・お盆・年末年始は除く

※旅行代理店等での申込み、支払いの場合は対象外

●レストラン

SCALAE（イタリアン）／KIZAHASHI（日本料理）／TEA＆BAR：ご飲食（通常メニュー）5%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より1名様あたり1,000円引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※食事プランを除く

※宴会を除く

※G.W・お盆・年末年始は除く。

※旅行代理店等での申込み、支払いの場合は対象外

●レストラン

SCALAE（イタリアン）／KIZAHASHI（日本料理）／TEA＆BAR：ご飲食（通常メニュー）5%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

075-354-1000

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

琵琶湖ホテル 支払・提示

●レストラン

ホテル内レストラン・バーご飲食5%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※花火大会開催日は除く

※特別プラン等一部除く

●レストラン

ホテル内レストラン・バーご飲食5%割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※花火大会開催日は除く

※特別プラン等一部除く

077-524-7111

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

京都タワー 支払・提示

●タワー展望室料金

50円割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

●タワー展望室料金

50円割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

075-361-3215

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-tower/
2023/4/1より優待料金変更

京阪ステイズ(株) CAFETEL 京都三条 for Ladies 支払・提示
●宿泊

宿泊基本料金10％割引

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

●宿泊

オリジナルナイトウェアを1名様につき1着無料レンタル

※カードによる決済またはカード提示・現金支払

※来館時にカード提示

※2着目以降は有料

075-533-8500

https://cafetel.jp/

レジャー

ホテル

(株)ホテル京阪

京阪ホテルズ＆リゾーツ(株)

区分 法人名 施設名 区分 e-kenet VISAカード
京急（京急プレミアポイントクレジットカード）・

名鉄（名鉄ミューズカード）・西鉄（クレジットnimoca）
施設問合せ先 備考



別紙1
西鉄グループ施設　特典対象一覧　（2023年4月12日時点）

【各施設共通の注意事項】　※施設固有の注記がある場合はそれに準ずる。

●会員本人を含む最大5名様まで利用可能（1日1回限り）

●他の割引券等との併用は不可

(株)太宰府園 だざいふ遊園地 提示 入園料100円割引 入園料100円割引
092-922-3551

http://www.dazaifuyuuenchi.com/

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ
西鉄グランドホテル 提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

ラ・カスカドゥ（フレンチ）／グランカフェ（ブッフェ）／グロット（バー・ラウンジ）／ル　プティパレ（パン・スイーツ）／松風

（日本料理）／大名蔵（日本料理）／桃林（中華料理）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

ラ・カスカドゥ（フレンチ）／グランカフェ（ブッフェ）／グロット（バー・ラウンジ）／ル　プティパレ（パン・スイーツ）／松風

（日本料理）／大名蔵（日本料理）／桃林（中華料理）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ
ソラリア西鉄ホテル福岡 提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

レッドフランマ（グリルレストラン）／浅黄（鉄板焼）／トランスブルー（バー）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

レッドフランマ（グリルレストラン）／浅黄（鉄板焼）／トランスブルー（バー）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ
西鉄イン福岡 提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

ブロッソ（レストラン・バー）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●レストラン

ブロッソ（レストラン・バー）：ご飲食10%割引

※対象外のメニュー・サービス・プランあり

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ
ソラリア西鉄ホテル京都プレミア　三条鴨川 提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より10%割引

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より10%割引

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ

ソラリア西鉄ホテル銀座

ソラリア西鉄ホテル鹿児島
提示

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ

西鉄ホテル　クルーム　名古屋

西鉄ホテル　クルーム　博多

西鉄ホテル　クルーム　博多祇園櫛田神社前

提示
●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引
23/4/12対象施設追加（祇園）

西日本鉄道(株)

/（株）西鉄ホテルズ

西鉄イン日本橋

西鉄イン新宿

西鉄イン高知はりまや橋

西鉄イン天神

西鉄イン黒崎

西鉄リゾートイン別府

西鉄リゾートイン那覇

提示
●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

●宿泊

公式ホームページの宿泊プラン価格より5%割引

蒲田：22/1/31対象施設より除外

名古屋錦：22/1/31対象施設より除外

心斎橋：20/12/31対象施設より除外

ホテル
092-713-5763

https://nnr-h.com/

区分 法人名 施設名 区分 クレジットnimoca
京急（京急プレミアポイントクレジットカード）・

名鉄（名鉄ミューズカード）・京阪HD（e-kenet VISAカード）
施設問合せ先 備考


