
 

 

 
 

特典は、『天王洲アイル駅開業３０周年記念乗車券』または『東京モノレール沿線お散歩１day パス』を 
各施設に提示することでご利用いただけます。（『東京モノレール沿線お散歩１day パス』は６月 19 日～８月 28 日購入分のみ有効） 

※ 各施設の特典については、都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。 

 

 期間 2022 年６月 19 日～８月 31 日  
 

■天 王 洲 ア イ ル 駅  周 辺 店 舗 

レストラン グランカフェ 鉄板焼 「天王洲」 ザ・クルーズクラブ東京 

①ご利用料金より 10％割引 

②以下記載のワンドリンクを 

300 円でご提供（1 杯のみ） 

【ビール、グラスワイン(赤または白)、 

ソフトドリンク】 
第一ホテル東京シーフォート１階 

※土日祝のみ営業（5/23 現在） 
ランチ   11：30～15：00 (最終入店 14：30) 

ディナー 17：00～21：00 (最終入店 20：30) 

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort 

①ご利用料金より 10％割引 

②以下記載のワンドリンクを 

300 円でご提供（1 杯のみ） 

【ビール、グラスワイン(赤または白)、 

ソフトドリンク】 
第一ホテル東京シーフォート 28 階 

ランチ   11：30～15：00 (最終入店 14：30) 

ディナー 17：00～22：00 (最終入店 21：00) 
無休 

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort 

アフタヌーンクルーズ、ナイトクルーズ 

に限り、正規料金より 10%引き 

◆要予約(予約時に特典利用のお申し出が必要です) 
「東京湾の貴婦人」の名をもつクルーズシップ“レディ 

クリスタル”、白く美しいクルーズシップに乗りこみ、 

輝く東京湾を進んでいく…ザ・クルーズクラブ東京で 
過ごすひとときの旅は、ドラマティックな夢の時間。 

アフタヌーンクルーズ 14:15～15:00(土日祝日のみ運航)                      

ナイトクルーズ(土日祝日)20:30～21:30、(平日)21:15 

～22:15 ※時間変更日がありますので、ご予約時にご確認ください。 

https://cctokyo.co.jp/ 

タイキッチン アロイ   アジアンダイニング カナピナ  栄華楼 1 号店 、 2 号店 

・ランチタイム お会計より￥100 割引 

・ディナータイム お会計より 10％割引 
 

ランチからディナーまで、充実コースと多彩な 

メニューで本格的なアジアンフードを堪能出来 

ます。 

平日  11：00-22：30 

土日祝 11：00-22：00 

無休 

https://aroi.owst.jp/ 

・ランチタイム ￥880 以上ご利用の方、 

お会計より￥50 割引                                                                               

・ディナータイム ￥1,000 以上ご利用 

の方、お会計より￥100 割引 

本格的なインド・ネパール料理をリーズナブルな 

価格で味わえる人気店です。 

ランチタイムは毎日 16 時まで！ 

平日  11：00-23：00 

土日祝 11：00-22：00 / 無休 

http://khanapina-dinning.com/ 

・ディナータイムご利用可 
・お会計より 10％OFF 
 

本場の味にこだわった本格的な中華料理をリーズ 

ナブルなお値段でご提供！ 

11：00-23：00 

無休 

2 号店のみ日祝休(営業時間は同じ） 

https://eikaroutennouzu.owst.jp/ 

ドラッグストア マツモトキヨシ  サブウェイ WHAT MUSEUM 

・店内商品 10％OFF 

(カウンセリング化粧品、食品、他一部 

除外あり） 

※ショップスタッフへお尋ねください。 
 

全国に広がる人気のドラッグストア、マツモトキヨ 

シ 医薬品はもちろん、化粧品から日用品まで 

お客様ニーズに対応する商品を提供します。 

9：00-20：00 / 無休 

https://www.matsukiyo.co.jp/store/online 

サンドイッチ+ドリンク＋ポテトセット 

ご購入のお客様 

 ドリンクワンサイズアップ無料 
 

店舗数世界 NO1 のサンドイッチチェーン、 

サブウェイ。一人ひとりの好みに合わせて作る 

サンドイッチは、新鮮なお野菜たっぷりで 

とってもヘルシー。 

平日 8：00～19：00 土日祝 10：00～19：00 

https://www.subway.co.jp/index.html 

展覧会チケット 200 円割引 

※現地でチケット購入の場合に限る 
 

寺田倉庫が作家やコレクターからお預かりして 
いる貴重なアート作品を公開する芸術文化発信 

施設。倉庫会社ならではの美術館のかたちとして、 

新たな切り口で企画・展示を行い、アートや建築 
との出会いの場を創出します。 

11 時～18 時(最終入館 17 時) 

月曜休館日 
(月曜祝の場合は開館、翌火曜休館) 

https://what.warehouseofart.org/ 

 

■羽 田 空 港    羽田空港第 1 ターミナル B１F    羽田空港第 2 ターミナル B１F    羽田空港第 2 ターミナル 2Ｆ 

コクミン 【ドラッグ】 ドトールコーヒーショップ 【カフェ】 ふくや 【食品】 

・全品 5％OFF 
※処方せん調剤、カウンセリング化粧品など 
一部割引対象外の商品がございます。(免税 

も不可) 

 
営業時間 8：00～20：00 

Tel:  ０３-５７５６-７１２７ 

・ご利用のお客様に「ドリップカフェ 

マイルドブレンド」を１つプレゼント 

※乗車券 1 枚につき１つ 
 

営業時間 6：30～21：00 

Tel: ０３-５７５６-６１８０ 

・1,000 円(税込)以上お買い上げの 

お客様に「明太子ふりかけになっと 

うと」プレゼント 

※1 会計につき 1 点 

 

営業時間 9：00～18：00 

Tel: ０３-５７５６-０２９８ 
 

リラク整体 スッキリ 【マッサージ】 赤坂うまや うちのたまご直売所 【飲食】 GLOBAL STOCK MARKET GIFT PLACE 【生活雑貨】 

・60 分以上のコースのお客様に 
施術時間 10 分延長 

※お一人様一回限り。お連れ様も OK 

 

営業時間 9：30～20：00 

Tel: 090-8856-7112 
 
 

・LINE＠ポイント 2 倍 

 

営業時間 7：00～20：00 

Tel:  ０３-５７５６-７７６６ 

 

・10％OFF 

 

営業時間 10：00～19：00 

Tel:  070-8947-6141 
 

 

ヴィ・ド・フランス 【ベーカリー】 TO&FRO 【トラベル雑貨】 GLOBAL STOCK MARKET PETIT GARDEN【生活雑貨】 

・お会計時 5％OFF 

 
営業時間 6：15～20：00 

Tel:  ０３-５７５６-０３６１ 
 

・5,000 円(税込)以上お買い上げで 

会員登録されている方へ 

ノベルティ商品贈呈 
※会員画面の提示が必要(その場で簡単 

に無料登録可能) ノベルティ内容は都度変更 

します。なくなり次第終了します。 

※1 会計につき 1 点 

営業時間 8：00～20：00 

Tel: ０３-５５７９-７２２２ 

・10％OFF 

 

営業時間 10：00～19：00 

Tel: 050-5362-2044 
 
 

 

日 本 市 【生活雑貨】 よーじや 【コスメ】 カフェ＆ダイニング フライヤーズテーブル 

・3,300 円(税込)以上お買い上げの 

お客様に羽田空港ふきんプレゼント 

※1 会計につき 1 点 

 

営業時間 平日  9：00～19：00 

土日祝 8：00～19：00 

Tel:     ０３-３７４７-０４６０ 

・対象乗車券ご提示の上 

1,000 円(税込)以上お買い上げの 

お客様にローションティッシュ 1 個 

プレゼント 

※1 会計につき 1 点 
 
営業時間 8：00～20：00 

Tel: ０３-５７０８-３００５ 

クーポン提示で合計金額より 
10%OFF 
 
第 2 ターミナル出発ロビー直結の羽田エクセル 

ホテル東急直営レストラン。（羽田エクセルホテル 

東急 2F）お食事はもちろんパフェやかき氷など 

もご提供しています。 

朝食 6:00～10:00(L.O.9:30) 

昼食 11:30～15:00(L.O.14:30)、夕食 17:30～23:00(L.O.22:30) 

※今後の状況により下記内容を変更する際には、公式サイトにて随時ご案内いたします。 

https://www.tokyuhotels.co.jp/haneda-e/index.html 
 

※他のクーポン等との併用はできません。※各店のプレゼントについては、数に限りがありますので在庫がなくなり次第終了となります。※一部対象外商品がある場合がございます。 

※予告なく開催期間・内容等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。※営業時間が変更となる場合がございます。詳しくは各店にお尋ねください。 

※対象乗車券は、ご来店時やご注文前、お会計前にご提示ください。お支払い後にご提示いただいた場合は特典が適用されませんのでご注意ください。 

『天王洲アイル駅開業３０周年記念乗車券』 

『東京モノレール沿線お散歩１day パス』 
 のご提示で、おトクな特典をお楽しみください！ 


