A4 チラシ裏

のご提示で、おトクな特典をお楽しみください！
※各施設の特典につきましては、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。

東京タワー

03-3433-5111

浜松町駅

1Fインフォメーションデスクで「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」
を
提示すると、東京タワーのノベルティをプレゼント
羽田空港からもアクセスしやすい立地にあり、存在感のあるライトアップ
は東京の夜景を彩ります。都内を一望できる展望台がリニューアル！
より迫力ある景色を楽しめます。

03-3798-8101

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」
ご提示で10％割引

浜松町駅

当日限り有効
( セッ
ト商品のみ )

日の出桟橋から出航するレストラン船で1日4クルーズ運航して
います。ゆっくりとコース料理を召し上がるクルーズや50分間の
ショートクルーズなど様々なシーンでご利用いただけます。

03-5495-9475

天王洲
アイル駅

ビール、
スパークリング、
( ワイン、
)
ジュース etc

03-5782-9811

天王洲
アイル駅

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
エスニック料理を堪能できます。

天王洲
アイル駅

ランチ・アフタヌーン・ディナー・ナイト 各クルーズ料金10%OFF
パス1枚につき1名様のみ（事前予約要）

RIDE（ライド）

050-3184-2730

ランチをご注文のお客様にプチデザート サービス
ディナーご注文のお客様に乾杯ドリンク サービス

天王洲
アイル駅

ビール、
スパークリング、
( ワイン、
)
ジュース etc

アジアンダイニング カナピナ

03-5460-6262

天王洲
アイル駅

品川区東品川2-3-10 シーフォートスクエア2階
https://www.e-tennoz.com/
平日11：00 〜23：00 土日祝11：00 〜22：00 / 無休(年末年始除く）

03-5579-7461

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より20％割引

羽田空港
第1ターミナル駅

※他クーポンとの併用不可
※店内でのご飲食に限ります

上質なエンターテイメントを提供するLIVE&RESTAURANTです。
羽田空港を「通過」するから
「滞在」する場所へ進化させる新たな
カルチャーの発信地として国内外の様々なアーティストによる
上質な音楽を楽しめ、心から寛げる大人の空間です。

03-5757-8843

羽田空港
第1ターミナル駅

羽田空港 第1旅客ターミナル2階 マーケットプレイス
10：00〜20：00 L.O.19：30
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/98/

羽田空港
第2ターミナル駅

カレーダイニング アビオン

03-5757-8842

羽田空港
第1ターミナル駅

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引

蕎麦かっぽう あずみ野

03-6428-8521

羽田空港
第2ターミナル駅

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引
蕎麦割烹として作る本格的なおつまみで美味しいお酒を。
そばで締める
「江戸の粋」。

ゆったりとした空間で食事やお茶が楽しめる。平日11：30〜14：30の
ランチはスープ＆サラダバー、
ドリンクバー付き。土日祝日(非開催日
有り)のランチブッフェ、飛行機シューなどの自家製ケーキも人気。

羽田空港 第2ターミナル5階 マーケットプレイス
10：30 〜21：30 L.O.21：00
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/264/

大田区羽田空港3-4-2 5：00〜24：00 L.O.23：30 / 無休
https://www.tokyuhotels.co.jp/haneda-e/

羽田空港
第2ターミナル駅

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引

羽田空港 第2ターミナル4階 マーケットプレイス
8：00 〜21：30 L.O.21：00
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/310/

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引

羽田空港 第1ターミナル地下1階 マーケットプレイス
10：30 〜20：00
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/295/

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引

見晴らしの良いレストランで、
こだわりのグリル料理やお洒落な
カクテルなどをお楽しみいただけます。

羽田空港
第1ターミナル駅

昭和40年代に旧羽田空港ターミナル「アビオン」で人気を集めた
カレーを再現した、
こだわりの本格的カレーショップ。

そばやてんぷらなどのセットメニューをはじめ、豊富なメニューを
リーズナブルに、そしてスピーディーにご提供。

03-5756-0033

03-5757-8833

羽田空港 第1旅客ターミナル2階 マーケットプレイス
6：00〜18：00 L.O.17：30
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/99/

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引

03-5756-6000

ル・シェール

「もっと野菜を。
もっと美味しく」をコンセプトに、野菜をたっぷり
食べていただける洋食カジュアルレストラン。
こだわりの新鮮野菜
を使ったプレート料理はもちろん、
スイーツやドリンクメニューも
充実。お食事だけでなくカフェとしてもご利用ください。

羽田空港 第1旅客ターミナル5階 THE HANEDA HOUSE
10：00 〜22：00 L.O. 21：00 ※イベントにより営業時間が異なる場合がございます
https://www.ldhkitchen-thetokyohaneda.jp/

エアポートグリル＆バール

03-3450-4300

（予約センター10時〜19時）

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！

品川区東品川2-3-10 シーフォートスクエア1階
平日11：00 〜22：30 土日祝11：00 〜22：00 / 無休(年末年始除く）
https://aroi.owst.jp/

フライヤーズテーブル

ザ・クルーズクラブ東京

ランチタイム￥880 ディナータイム￥1000以上ご利用の方
お会計から￥100割引

ドリンク1杯またはマンゴープリンサービス

羽田エクセルホテル東急
カフェ＆ダイニング

見どころは何と言っても東京タワー。夜の街並みに煌々と佇む姿は
圧倒的。
全景を望むことができるベストスポットです。
さらに新幹線などの交通機関や、東京湾側は、
海原の向うに
房総半島も望むことができます。※展望台 : 2021年1月31日をもって営業終了

品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワーキャナルガーデン1階
平日11：30 〜15：00（L.O. 14：00）17：30 〜23：00（L.O. 22：00）
土日祝11：30 〜15：00（L.O.）17：30 〜23：00（L.O. 22：00）
CAFE 11：30 〜23：00（L.O.22：00）/ 定休日 年末年始
https://ride-tennoz.tokyo/

品川区東品川2-1-3 SLOW HOUSE内
https://www.soholm.jp/
平日11：00 〜15：00（L.O.14：00）18：00 〜23：00（L.O.21：30）
土日祝11：00 〜15：00（L.O.14：00）17：00 〜22：00（L.O.20：30）/ 定休日 水曜

新大和

入場料金 通常620円が、なんと・・・100円に！

天王洲の運河沿に面したガストロパブ＆ダイニング。
薪で焼き上げるお肉とジャンルにとらわれない美味しい料理と
心地よい音楽を楽しめる大人のレストラン。

天王洲の運河沿いにテラス席が並ぶ水辺のカジュアルフレンチ
レストラン「スーホルム」
。“丁寧な暮らし”を提案するライフスタイル
ストア
「SLOWHOUSE」に隣接しています。
こだわりのレシピと厳選され
た食材を、運河を臨む気持ちの良い空間で。
気の置けない親しい人たちと心地よい時間をお楽しみ下さい。

LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

浜松町駅

品川区東品川 2-3-16 シーフォートスクエア1階
https://cctokyo.co.jp
平日18：30 〜22：30 土日祝12：00 〜22：30 不定休

ランチをご注文のお客様にプチデザート サービス
ディナーご注文のお客様に乾杯ドリンク サービス

タイキッチン アロイ

03-3435-6026

駅から3分で船の上。
フランス料理も楽しめる優雅な客船で出航！
「レディ クリスタル」
での船旅はレインボーブリッジやお台場も目
の前に。そして、ビルの間をすり抜ける東京モノレール、必見です！

港区海岸2-7-104 https://www.symphony-cruise.co.jp/index.php
ランチクルーズ11：50 〜14：00 アフタヌーンクルーズ15：00 〜15：50
サンセットクルーズ16：20 〜18：20 ディナークルーズ19：00 〜21：30

アクタス / スーホルム

シーサイド・トップ

2020年4月1日〜
2021年3月31日まで

港区浜松町2- 4-1 世界貿易センタービル40階 10：00 〜20：30（最終入場20：00）
https://www.wtcbldg.co.jp/wtcb/facility/seaside/index.html

港区芝公園4-2-8
9：00 〜23：00（最終入場22：30）
https://www.tokyotower.co.jp/

東京ベイ・クルージングレストラン「シンフォニー」

展望台 世界貿易センタービル

期間

（当日のみ有効）
特典は、東京モノレール沿線お散歩1dayパスを各施設の窓口に提示することでご利用いただけます。

カフェ&ビアレストラン アビオン

03-6428-8551

羽田空港
第2ターミナル駅

「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」の提示で会計料金より10％割引
出発階に面した便利なカフェ&ビアレストラン。
明るい店内が特徴的です。

羽田空港 第2ターミナル2階 ターミナルロビー
5：30 〜20：30 L.O.20：00
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops̲and̲restaurants/store/216/

※予告なくリニューアル・閉店になる場合や営業時間等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

