
上質な経験と感動、
そしてグルメを求める皆さまに贈る
ダイニング・メンバーシップ

ダイヤモンドクラブのご案内

ヒルトン東京レストラン ヒルトン東京レストラン

中国料理「王朝」  2F
北京ダックや点心の食べ放題（メニュー
バイキング）「王朝の味覚」が人気です。

ランチ：11:30am – 3:00pm (L.O. 2:30pm)

ディナー：5:30pm – 10:00pm (L.O. 9:30pm)

和洋中のレストランとバーラウンジ、ペストリーショップがシームレスに展開する美食空間が話題のダイニング
フロアTSUNOHAZUをはじめ、長年愛され続ける「マーブルラウンジ」、「セント・ジョージ バー」など、全ての
店舗にて特典をご利用いただけます。

日本料理「十二颯」 2F
寿司、鉄板焼き、会席料理にて、一年
十二ヶ月旬の美味をお届けします。

ランチ：11:30am – 3:00pm (L.O. 2:30pm)

ディナー：5:30pm – 10:00pm (L.O. 9:30pm)

メトロポリタングリル 2F
巨大グリル台で炭と薪の炎で食材を調
理。活気溢れるグリルレストラン。

ランチ：11:30am – 3:00pm (L.O. 2:30pm)

ディナー：5:30pm – 10:30pm (L.O. 10:00pm)

ブランチ：10:00am – 3:00pm
※ブランチは土・日・祝日限定で開催

バー＆ラウンジZATTA 2F
カクテルやライブエンターテインメント
を深夜までお楽しみいただけます。

日～木曜日： 11 :00am – 1 :00am
金・土曜日： 11 :00am – 2:00am

パティセリーFILOU 2F
人気のバナナブレッドやシェフパティシエ
によるスイーツがショーケースに並びます。

月～金曜日： 1 1 : 00am – 10:00pm
土・日・祝日： 10:00am – 10:00pm
 

マーブルラウンジ 1F
朝食、ランチ、デザート、ディナーのブッフェ
に加え、アラカルトでご利用いただけます。

日～木曜日： 6:00am – 11 :00pm
金・土曜日： 6:00am – 0:00am

セント・ジョージ バー  1F
ジャズの生演奏やシガーをお楽しみいた
だける洗練された英国スタイルのバー。

日～木曜日： 6:00pm – 0:00am
金・土曜日： 6:00pm – 1 :00am

ショコラブティックby Weiss 1F
130年以上の歴史を誇る、フランスの高
級ショコラメゾンWeiss（ヴェイス）との
コラボレーションショップ。

月～土曜日： 8:30am – 9:00pm
日・祝日： 8:30am – 8:30pm
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ヒルトン東京特典

■レストラン特典
2 名様以上のご利用で、会員様のお食事代を毎回無料に！
◆お料理代の合計額を人数で割ったお一人様分を毎回無料とさせていただきます。 ※会員カードご提示 
（お飲み物・個室料は対象外）
会員　お一人様 → 25％OFF　2 名様 → 50％OFF　
　　　3名様 　→ 33％OFF　4～ 30 名様 → 25％OFF
※人数にかかわらず会員様のご同席が必要となります。 
※メニューバイキング「王朝の味覚」は、特典除外メニューとなります。

◆お飲み物代の合計額より 15％OFFとさせていただきます。 ※会員カードご提示

◆お得なクーポンもプレゼント（①～⑦＋ディナーご招待券の合計 27枚）

　①お飲み物　25％OFF 券　  2 枚  ②お祝いケーキプレゼント券　2枚
　③ご家族・ご友人ご利用券  　5 枚  ④レストラン個室料無料券　   5 枚

※お祝いケーキは、プレートへお名前などをお入れいたします。（2日前迄に要予約）
※レストラン個室料無料券は、4 名様以上でのご利用となります。
※ご家族・ご友人ご利用券は、ご本人以外の方が上記のお食事特典をご利用いただけます。

■ご宿泊特典
日曜日～金曜日　 会員カードのご提示で、基本料金より 50％OFF
土曜日　　　　　クーポンの利用で、基本料金より 50％OFF

 ⑤宿泊 50％OFF 券　10 枚　（参加ホテルでもご利用可）

※宿泊 50％OFF 券は、ヒルトン東京の他、参加ホテルでもご利用いただけます。（1 枚につき 3 連泊迄）
　また、ご本人以外のお部屋のご予約にもご利用いただけます。
※予約状況・除外日により、ご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。

■宴会場特典
 ⑥ご結婚披露宴ご優待券 1 枚（譲渡可能）
 ⑦宴会場使用料 50％OFF 券 1 枚（会議室もご利用可）

※ご結婚披露宴では、特別ご優待プランや新郎新婦にスイートルームをプレゼント等
　たくさんの特典をご用意しております。
※宴会場、会議室でのご飲食代は割引対象外です。

■その他の特典
○ 「セント・ジョージ バー」にて、会員様のカバーチャージを無料に
○ パティセリーFILOUにて、お買い物代 10％OFF
○ ヒルトピアにて、下記の店舗でご優待（B1F）

 （ビューティータナカ/村儀理容室 /ダナ/チャップリン/ナストロ/クラフトスペース/ウイズアイ/トゥエイボア）

参加ホテルの特典

ヒルトン東京ベイ、ヒルトン成田
■レストラン特典
会員様のお食事代を回数、金額無制限で無料に！  ※会員カードご提示
お料理代の合計額を人数で割ったお一人様分を毎回無料とさせていただきます。
（お飲み物・個室料・朝食は対象外）
※お一人様でご利用の場合は 25％OFFとなります。

■宿泊特典
宿泊 50％OFF 券で、ご優待料金にてご宿泊いただけます。
※基本料金より 50％OFFとなります。
※予約状況・除外日により、ご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。

ヒルトン名古屋、ヒルトン大阪、コンラッド東京
■レストラン特典
お飲み物を含むお食事代の合計額が3,000円以上の場合、20％OFF（1～ 6名様まで）  ※会員カードご提示
（コンラッド東京「トゥエンティエイト」は対象外）

■宿泊料金
宿泊 50％OFF 券で、ご優待料金にてご宿泊いただけます。
※基本料金より 50％OFFとなります。
※予約状況・除外日により、ご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。

■水月スパ＆フィットネス特典
コンラッド東京「水月スパ＆フィットネス」にて、
スパトリートメント料金が平日（月～金曜日）に限り20％OFF

ヒルトン東京お台場
■レストラン特典
お飲み物を含むお食事代の合計額が3,000円以上の場合、20％OFF（1～ 6名様まで）  ※会員カードご提示

○会員カードのご利用はご本人様のみとし、他人への譲渡・貸与はできません。( 名義変更は可能 )
○ダイヤモンドクラブの特典は、他の特典との併用はいたしかねます。
○Hオナーズのポイントは、ヒルトン東京での宿泊特典利用の場合のみ対象となり、エアラインマイルのポイントは対象外となります。
○特別イベント等、特典除外のメニューもございますので、詳細についてはお問い合わせください。

ご入会の方には、ヒルトン東京ディナー（2名様）ご招待券をプレゼント！

【有効期限】 入会月より1年間 【年 会 費】 70,000円(税別)　  【主催ホテル】 ヒルトン東京
【特典除外日】 年末年始、クリスマス期間・その他各ホテルによる期間

ヒルトン東京　〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目6番2号　TEL：03-3344-5111（代表）　hiltontokyo.jp

ダイヤモンドクラブ事務局
TEL：03-5909-1861（直通）　　FAX：03-5909-1868　　Email： diamondclub.tokyo@hilton.com
ダイヤモンドクラブHP  http://hiltontokyo.jp/diamondclub/

ダイヤモンドクラブ特典のご案内
「ダイヤモンドクラブ」ご入会申込書

 
ご入会をご希望の方は、下記項目にご記入いただきFAXにてご送付いただくか、

もしくは、ダイヤモンドクラブ事務局までお電話にてご連絡ください。
HPでもご登録いただけます。

TEL: 03-5909-1861　FAX: 03-5909-1868　http://hiltontokyo.jp/diamondclub/
 

 
フリガナ  □ 男　□ 女　　生年月日　　　　年　　月　　日
お名前  ローマ字表記

  

ご希望の郵送先　□ご自宅　□勤務先　　　　　　　携帯電話　　　　　　-　　　　　　　　　-

※下記は、資料郵送先・ご連絡先情報となりますので、ご希望の欄のみご記入ください。

ご自宅　　フリガナ
住所　〒

ご勤務先　フリガナ
住所　〒

ご勤務先名  

 

レストラン情報小冊子送付先 □ご自宅 □勤務先 
日中のご連絡先　　  □携帯電話 □ご自宅 □勤務先 □その他（　　　　　　　　　  　 　　　）

メール  　　　　　　　　ヒルトン東京のメールマガジン　
アドレス  　　　　　　　　□希望する　□希望しない

お支払い方法　　年会費 70,000円（税別）
□ クレジットカード  （□ ダイナースクラブ　　□ VISA　　□ Master　　□ AMEX　　□ JCB　　□ DC）

カード番号　＿ ＿ ＿ ＿  ＿ ＿ ＿ ＿  ＿ ＿ ＿ ＿  ＿ ＿ ＿ ＿ 　 有効期限 ＿ ＿ 月 ＿ ＿ 年

カード名義

□ 銀行振込　（振込先：　横浜銀行　新宿支店　普通１２６７２６７　日本ヒルトン株式会社）
　 ※お振込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

領収書発行　　□希望する（個人名･ご勤務先名・その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□希望しない
請求書発行　　□希望する（個人名･ご勤務先名・その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□希望しない

お手続き終了後、2週間ほどで会員カードとクーポンをお届けいたします。
すぐにご必要の場合は、仮カード発行等のご手配が可能ですので、お電話にてご相談ください。

TEL

FAX

TEL

FAX

役職　　

1706-01_DC入会案内
W418xH210mm

FAX の際は、点線で切り取ったあと、ページ右端から送信口に差し込んでご送信ください。

「ヒルトン東京ダイヤモンドクラブ」はヒルトン東京を含む国内6ヵ所の
ヒルトンとコンラッド東京でご利用いただけるメンバーシップです。
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