
 
 

 
ダイニングロイヤリティプログラム 

クラブマリオット 特典概要 

 

 
 

【メンバーシップカードのご飲食特典】 
クラブマリオット会員はウェスティンホテル東京で有効なメンバーシップカードをご提示いただくと、お料

理合計金額より最大 30％割引、お飲物金額より 15％割引となります。 

お食事されるお客様人数 ご優待の対象はお食事のみ（お飲み物は除く）となります。 割引率 

1 名様 （メンバー様だけお 1 人様）でお食事の際  お料理合計料金から 20％ 



2 名様 （メンバー＋お客様 1 名様）でお食事の際  お料理合計料金から 30％ 

3 名様 （メンバー＋お客様 2 名様）でお食事の際  お料理合計料金から 25％ 

4～10 名様 （メンバー＋お客様 3～9 名様）でお食事の際  お料理合計料金から 20％ 

割引対象は 10 名様までとなります。  

(対象外：50,000 円以上のボトル） 

 

※クラブマリオットメンバーシップカードは、会員様ご本人様のみのご利用となります 

他の割引や特別なプロモーションとの併用はできません。 

レストランによっては定休日がございますのでご確認ください。 

ルームサービス、宴会、イベントにはご利用いただけません。 

同じ時間帯に同じレストランでご利用いただけるカードは 1 テーブルまたは１グループにつき、１カードのみ

となっております。 

お食事の有無にかかわらず、4 歳以上のお子様は人数のカウントに入ります。 

メンバーシップカードの割引特典対象外となるメニューがありますので予めご確認ください。 

 特典除外日： 2022 年 4/29～4/30、5/1～5/5、12/17～12/25 

               2023 年 1/1～1/3、4/29～5/7、12/16～12/25、12/30～12/31 

               2024 年 1/1～1/3 

  

【プログラム参加レストラン】 

ウェスティンホテル東京－ 

フレンチレストラン “ ビ クターズ ”    鉄板焼 “  恵比寿 ” （22 階） 

広東料理 “  龍天門 ”    日本料理 “  舞 ”  （2 階） 

インターナショナルレストラン “  ザ･テラス ”   ロビーラウンジ “  ザ･ラウンジ (1 階) 

スカイラウンジ “  コンパスローズ ” (22 階)  エグゼクティブバー “  ザ･バー (1 階） 

 

【その他のプログラム参加ホテル】 
10 名様までお料理合計金額より 20％割引、お飲物合計金額より 15％割引 

（11 名様以上の場合は適用外になります。） 

・コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 

・コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション 

・軽井沢マリオットホテル 

・東京マリオットホテル 

・シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 

・シェラトングランドホテル広島 

・琵琶湖マリオットホテル 

・モクシー大阪本町 

・翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 

https://www.cytokyo.com/
https://www.cyosaka.com/index.html
https://www.karuizawa-marriott.com/index.html
http://www.sheratongrandetokyobay.com/jp?SWAQ=958C
http://www.sheraton-hiroshima.jp/jp?SWAQ=958C
https://www.biwako-marriott.com/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaox-moxy-osaka-honmachi/
https://www.suihotels.com/suiran-kyoto/


・モクシー大阪新梅田 

・アロフト東京銀座 

・アジア・太平洋地域 300 以上のホテル 

 

有効期間内であれば、特典除外日を除き、割引特典を何度でもご利用できます。 

※各ホテルが別途定めるブラックアウトデー（利用不可日）あり 

 

 

【ウェスティンホテル東京のみでご利用いただけるご優待券 1 式 13 枚】 

ご優待券 枚数 譲渡 特典内容 

ご宿泊無料招待券またはお食事券無

料招待券 

ご宿泊かお食事かどちらか 1 特典をお

楽しみ頂けます。対象レストランはザ・

テラス、舞、龍天門です。 

1 不可 デラックスルームツインまたはダブルに 1 泊 1 室 2 名様ま

で無料でご宿泊していただけます。 

舞と龍天門では 2 名様分の特別ディナーを、ザ・テラスで

は 4 名様分のディナーブッフェを無料でお召し上がり頂け

ます。 

＜ご宿泊・お食事除外日：会員証の除外日と同じ＞ 

ルームアップグレード券 

会員証の特典と併用可 

2 可 本券 1 枚で 1 滞在分＜2 連泊まで可＞1 カテゴリー・アップ

グレードとさせていただきます。    ＜除外日なし＞ 

※プレジデンシャルスイート、インペリアルスイートへのア

ップグレードにはご利用いただけません。 

エグゼクティブフロアへのアップグ

レード券 

会員証の特典と併用可 

1 可 本券 1 枚で 1 滞在分＜2 連泊まで可＞クラブフロアのお部

屋にアップグレードとさせていただきます。 

                   ＜除外日なし＞ 

ディナーブッフェ無料招待券 

ザ・テラスにてディナーブッフェを 2

名様分無料でお召し上がりいただけま

す。 

1 不可 本券と会員証の特典を併用される場合は割引後残額に対し

て会員証割引を適用いたします。      

＜除外日は会員証と同じ＞ 

3,000 円お食事優待券 

会員証の特典と併用可です 

8 不可 ・お食事合計金額（お飲み物除外）からウェスティンホテル

東京のレストラン（ザ・テラス、舞、龍天門、恵比寿、ビク

ターズ）においてお食事の際にご利用いただけます。 

＜※1F ザ・ラウンジ、ザ・バー、22F コンパスローズではご

利用いただけません。＞ 

・1 度にご利用いただける 3,000 円お食事優待券は金額に関

係なく 2 枚限りとさせていただきます。 

・本券と会員証を併用される場合は、本券金額差し引き後の

残額に対してカード割引を適用させていただきます。 

＜除外日なし＞ 

 

 

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaoo-moxy-osaka-shin-umeda/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoal-aloft-tokyo-ginza/
https://myclubmarriott.com/ja/participating-hotels


【メンバーシップカードのご宿泊特典】 
このプログラムに参加しているマリオットインターナショナルのホテルで、週末（金曜日と土曜日） 

バーレートから最大 20％割引でご宿泊いただけます。（但し、プログラムに参加しているアジア・太平洋 

地域のリゾートホテルに関しては、平日・週末関係なく、毎日宿泊特典をご利用いただけます。） 

※該当するホテルに直接ご予約の際、クラブマリオットのメンバーであることを宿泊予約までお伝えくださ 

い。宿泊除外日については各ホテルにお問い合わせくださいませ。 

 

【メンバーシップカードのその他の特典】 
・1F ウェスティンデリでのお買い物から 10％オフをさせていただきます。 

・4F ル・スパ・パリジエンにて 90 分以上のスパのトリートメントから 20％オフをさせていただきます。 

・22F コンパスローズのカバー/テーブルチャージ 2,000 円(お１人様 1,000 円、2 名様分まで)無料になりま

す。 

【初年度年会費 
クラブマリオットカード + ご優待券 13 枚付き   65,000 円 （税込） 

クラブマリオットカード  ご優待券なし         27,000 円 （税込） 
自動更新ではございません。 

また更新時においては年会費や特典内容が変更になる場合がございます。 

 

clubMARRIOTT 申込書 ←申込書ダウンロードリンク 

 

[お問い合せ] 

ウェスティンホテル東京 クラブマリオット事務局（平日 9：00am～6：00pm 土日祝／休） 

TEL：03-6847-9240  Fax：03-6847-9242 

Email：westintokyo@myclubmarriott.com 

ホームページ：https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyowi-the-westin-tokyo/ 

https://www.tokyo-marriott.com/clubmarriott/clubmarriott_application2019.pdf#zoom=100
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