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三菱 UFJ ニコス株式会社 

 
 

三菱ＵＦＪニコス、プラチナ会員向けの新たな優待特典 

高級レストランのコース料理が１名分無料になる新サービス開始！ 

～対象約１９０店、複数人でのお食事で 1 名分が無料となる「プラチナ・グルメセレクション」スタート！～

 

三菱ＵＦＪニコスは５月３１日から、「ＭＵＦＧカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード」の会員を

対象に、レストランや料亭など全国１９２の高級飲食店で、所定のコース料理を２名以上で注文すると、１名

分が無料になる優待サービス「プラチナ・グルメセレクション」を開始しました。 

 

本サービスは、会員が専用ＷＥＢサイトまたは優待ガイドでご希望の店を選び、２４時間対応の「プラチ

ナ・コンシェルジュサービスデスク」に電話で予約を依頼すれば（原則、利用日の３日前まで）、当日の代金

精算時に１名分の優待が受けられるというもの。対象店舗は、「吉祥銀座本店」（東京・中央）や「アルモニ

ーアンブラッセ大阪ＲＡＹＯＮ」(大阪市）など、和洋中の有名店１９２店（平成２５年５月末現在）となっている

ものです。 

 

さらに本サービスでは、一部店舗において、所定のコース料理を６名以上で注文すると２名分が無料に

なる「グループ特別プラン」や、次回以降の来店時にウェルカムドリンクやプレゼントがもらえる「リピーター

特典」などの優待も用意しています。 

 

本サービスは、ＭＵＦＧカードシリーズで最上グレードである“プラチナ”の商品力強化の一環となるもの

で、“プラチナ”の使われる場所の上位にランクされるのが、レストランなどの飲食店であることに着目し、

高級感溢れる店舗での優待を付与しました。今後も、利便性の高いサービス、お得感のある特典を追加し、

同カードを進化させていきたいと考えているものです。 

 

＜「プラチナ・グルメセレクション」の概要＞ 

１．対象カード：「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレス®・カード」 

          （提携カード、ビジネスカード、フランチャイジー各社発行のプラチナカードを含む） 

２．特典内容：「プラチナ・コンシェルジュサービスデスク」で対象店舗（コース料理は所定）を予約し、同カー

ド会員を含む２名以上で利用すると、当日１名分のコース料理が無料 

３．利用条件など： ※詳細はホームページ参照 

 「プラチナ・コンシェルジュサービスデスク」での事前予約が必要 

 予約は利用日の３日前まで（店舗都合などにより予約受付できない場合あり） 

 同一店舗での利用は半年間（４～９月、１０～３月）毎に、本人・家族会員を合わせて１回限り 

 原則、ディナータイムのみ利用可能、他の優待サービスや特典との併用は不可 

 対象店舗、コースメニュー、料金、適用時間など、変更になる場合あり 

以上 

■本サービスに関するお問い合わせ先 

「ＭＵＦＧカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード」入会専用ダイヤル 0120-665811 

受付時間 9：00～21：00（年末年始は休み）、ホームページ http://cr.mufg.jp/amex 



＜ご参考＞店舗一覧          

  店名 カテゴリー 所在地 

1 リストランテ・テルツィーナ イタリアン 北海道 

2 きょうど料理亭 杉ノ目 ホテルオークラ札幌店 郷土料理 北海道 

3 田久鮓（旧 TAKU 鮓） 寿司 北海道 

4 ル・ジャンティオム フレンチ 北海道 

5 レストラン ラ・トルテュ フレンチ 北海道 

6 レストラン 黒島 フレンチ 北海道 

7 てんぷら 膳 天婦羅 北海道 

8 IWB ろまね フレンチ 北海道 

9 AKI NAGAO フレンチ 北海道 

10 steak&wine いしざき 鉄板焼き 北海道 

11 きょうど料理亭 杉ノ目 本店 郷土料理 北海道 

12 味処 まつ田 日本料理 北海道 

13 Restaurant Louange Koo(レストラン ルアンジュ クー) フレンチ 北海道 

14 ブラッスリー アダージォ フレンチ 北海道 

15 ノーザンフードデザイン TAKU 円山 創作日本料理 北海道 

16 センティール・ラ・セゾン 中島公園 フレンチ 北海道 

17 Le Musee(ル・ミュゼ) フレンチ 北海道 

18 酒肴菜友  じょっぱり 郷土料理 北海道 

19 フレンチレストラン セラン フレンチ 宮城県 

20 かに八 かに料理 宮城県 

21 花祭り仙台本店 日本料理 宮城県 

22 しゃぶ傳 しゃぶしゃぶ 千葉県 

23 エグリーズ ドゥ 葉山庵 フレンチ 埼玉県 

24 鉄板・懐石 くら馬 鉄板料理・懐石料理 埼玉県 

25 銀座マキシム・ド・パリ フレンチ 東京都 

26 サバティーニ・ディ･フィレンツｴ イタリアン 東京都 

27 吉祥 銀座本店 日本料理 東京都 

28 活伊勢海老料理 中納言 東京銀座店 伊勢海老料理 東京都 

29 銀座 花郷(はなさと) 日本料理 東京都 

30 リストランテ シルベラード イタリアン 東京都 

31 旬 銀座贅沢倶楽部 日本料理 東京都 

32 あわびの源太 あわび専門店 東京都 

33 レストラン花蝶 創作日本料理 東京都 

34 徒然茶寮（つれづれさりょう） 日本料理 東京都 

35 虎夢(こむ） 日本料理 東京都 

36 銀座 飛雁閣 中国料理 東京都 

37 ラージマハール銀座店 インド王侯貴族料理 東京都 

38 あ寛 銀座 日本料理 東京都 

39 l'Odorante par MinoruNakijin(ロドラント・ミノルナキジン) フレンチ 東京都 

40 しゃぶ粋（すい） しゃぶしゃぶ 東京都 

41 銀座割烹 里仙 日本料理 東京都 

42 アンティカ・オステリア・デル・ポンテ イタリアン 東京都 

43 ラージ新丸ビル店 インド王侯貴族料理 東京都 

44 アンジェロコート東京 イタリアン 東京都 

45 chez MACIO(シェ マシオ) フレンチ 東京都 

46 Mezzanine（メザニーン） フレンチ 東京都 

47 チャイナグリル シェンロングランデ 中国料理 東京都 

48 カレッタ汐留 寿司 美寿思 寿司 東京都 

49 Lawry's The Prime Rib，Tokyo プライムリブ 東京都 

50 井ざわ 日本料理 東京都 



  店名 カテゴリー 所在地 

51 ヴィエイユ・ヴィーニュ マキシム・ド・パリ フレンチ 東京都 

52 レストラン カナユニ（RESTAURANT KANA-UNI） 欧風料理 東京都 

53 赤坂 大友 ふぐ料理 東京都 

54 赤坂 まき田 日本料理 東京都 

55 ワインレストラン＆ワインバー セレブール フレンチ 東京都 

56 DINING 赤坂 一蔵 日本料理 東京都 

57 赤坂 うさぎや フレンチ 東京都 

58 花郷 六本木店 京料理、鉄板焼き 東京都 

59 LA FARANDOLE(ﾗ ﾌｧﾗﾝﾄﾞｰﾙ) フレンチ 東京都 

60 sidedoor hisio（サイドドアヒシオ） イタリアン 東京都 

61 レストラン キュイーブル フレンチ 東京都 

62 リストランテ オステリア イタリアン 東京都 

63 Dining & Lounge OPERA イタリアン 東京都 

64 WINE LOUNGE BANQUE イタリアン&フレンチ 東京都 

65 美食ダイニング みかわ 鉄板焼き 東京都 

66 やき肉 かのや 焼肉 東京都 

67 MARIO I SENTIERI（マリオ イ センティエリ） イタリアン 東京都 

68 レストラン ナルカミ フレンチ 東京都 

69 重慶飯店 麻布賓館 中国料理 東京都 

70 焼肉 うしごろ 焼肉 東京都 

71 鉄板焼 蘭麻（らんま） 鉄板焼き 東京都 

72 エル ブランシュ フレンチ 東京都 

73 デカンタ アメリカン 東京都 

74 青山エリュシオンハウス イタリアン 東京都 

75 イル デジデリオ イタリアン 東京都 

76 AQUAVIT（ｱｸｱﾋﾞｯﾄ） ﾓﾀﾞﾝ･ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ･ｷｭｲｼﾞｰﾇ 東京都 

77 葉山庵 Ｔｏｋｙｏ フレンチ 東京都 

78 ラ・ロシェル南青山 フレンチ 東京都 

79 シェ松尾・青山サロン フレンチ 東京都 

80 雅灯（がとう） 日本料理 東京都 

81 レストラン ラマージュ フレンチ 東京都 

82 鉄板焼 藤丸 鉄板焼き 東京都 

83 CANOVIANO 青山 イタリアン 東京都 

84 ドゥーアール フレンチ 東京都 

85 東風吹かば 渋谷店 しゃぶしゃぶ 東京都 

86 Acquolina アクオリーナ イタリアン 東京都 

87 二期倶楽部 広尾 創作フレンチ 東京都 

88 終夜灯（あかり） 日本料理 東京都 

89 レストラン Ｊ フレンチ 東京都 

90 トラットリア・クオーレ・ディ・ローマ イタリアン 東京都 

91 海鮮ウタリ 郷土料理 東京都 

92 銀座４丁目スエヒロ 新宿店 鉄板焼き 東京都 

93 チャイナグリル シェンロン トーキョー 中国料理 東京都 

94 エルフラメンコ ｽﾍﾟｲﾝ料理 東京都 

95 シーフードレストラン ポワソン シーフード 東京都 

96 神楽坂 久露葉亭 日本料理 東京都 

97 神楽坂 和楽 日本料理 東京都 

98 翔山亭 茶寮 焼肉 東京都 

99 翔山亭 神楽坂本館 焼肉 東京都 

100 Stimolo（スティモーロ） イタリアン 東京都 

 



  店名 カテゴリー 所在地 

101 フランス料理 ラ・シャンス フレンチ 東京都 

102 中国宮廷薬膳料理 アイニンファンファン 中国料理 東京都 

103 翔山亭 神保町店 焼肉 東京都 

104 グランファミーユ・シェ松尾 成城コルティ店 フレンチ 東京都 

105 レストラン にき亭 欧風創作料理 神奈川県

106 料亭 滝川 日本料理 神奈川県

107 グランシェール 葉山庵 フレンチ 神奈川県

108 ダンゼロ フレンチ 神奈川県

109 お座敷天婦羅 天七 天婦羅 神奈川県

110 ビストロ エルミタージュ フレンチ 神奈川県

111 サブゼロ イタリアン 神奈川県

112 廣東飯店 中国料理 神奈川県

113 THE KAWABUN NAGOYA イタリアン 愛知県 

114 RESTAURANT TSUKIDATE フレンチ 愛知県 

115 KATANA 鉄板焼き 愛知県 

116 旬彩 神楽家（かぐらや） 日本料理 愛知県 

117 レストラン ロワール フレンチ 愛知県 

118 葵 モノリス フレンチ 愛知県 

119 豆家のりのり 日本料理 愛知県 

120 レストラン シェ・コーベ フレンチ 愛知県 

121 金沢寿司割烹 魚匠庵 日本料理 石川県 

122 金澤町家料亭 壽屋 日本料理 石川県 

123 旬のダイニング 十二の月 日本料理 石川県 

124 広東料理・中国火鍋 菜香樓 中国料理 石川県 

125 菜香樓 新館 中国料理 石川県 

126 和風中華 招龍亭 和風中華 石川県 

127 金城楼 日本料理 石川県 

128 茶寮かりん庵 日本料理 石川県 

129 割烹つづみ 日本料理 石川県 

130 十月亭(じゅうがつや） 日本料理 石川県 

131 ステーキ ＩＳＨＩＹＡＭＡ 鉄板焼き 滋賀県 

132 フランス料理「ラ・フルール」 フレンチ 京都府 

133 日本料理「浮橋」 日本料理 京都府 

134 THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO   イタリアン 京都府 

135 匠 奥村 フレンチ 京都府 

136 trattoria COMFOR イタリアン 京都府 

137 リストランテ カーサビアンカ イタリアン 京都府 

138 リストランテ・タントタント イタリアン 京都府 

139 西洋膳所 おくむら フレンチ 京都府 

140 Lawry's The Prime Rib,Osaka プライムリブ 大阪府 

141 中国料理 燦宮(さんぐう） 中国料理 大阪府 

142 菜食健美 禅園（ぜんえん） 日本料理 大阪府 

143 懐石 北瑞苑 日本料理 大阪府 

144 北新地 穂の河（ほのかわ） 日本料理 大阪府 

145 暖心（だんしん） 日本料理 大阪府 

146 ステーキ＆ワイン シュバルージュ 鉄板焼き 大阪府 

147 鉄板焼き＆Restaurant Bar caro 鉄板焼き 大阪府 

148 網焼ビフテキ 小松屋 ステーキ（ビフテキ） 大阪府 

149 堂島ホテル 中国料理 瑞兆 中国料理 大阪府 

150 アリアラスカ マーブルトレ   イタリアン 大阪府 

 



  店名 カテゴリー 所在地 

151 ラペティ・ロアラブッシュ フレンチ 大阪府 

152 美麗華（ミラマー） 中華 大阪府 

153 レスプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス フレンチ 大阪府 

154 アルファロ イタリアン 大阪府 

155 ダ ジュンジーノ イゾラベッラ-KOBE イタリアン 大阪府 

156 ｓｆｉｄａ(スフィーダ） イタリアン 大阪府 

157 リバースイート大阪 フレンチ 大阪府 

158 アルモニーアンブラッセ大阪 RAYON(レヨン) フレンチ 大阪府 

159 レストラン＆バー ランパーダ イタリアン 大阪府 

160 心斎橋モノリス フレンチ 大阪府 

161 ヴェルミヨン マホロバ フレンチ 大阪府 

162 大阪豚しゃぶの会 本店 しゃぶしゃぶ 大阪府 

163 自然派レストラン トワディス 自然食 大阪府 

164 vrai de vrai CHEZ HIRO フレンチ 大阪府 

165 炭火焼肉 ロア・デ・ロア 焼肉 大阪府 

166 鉄板焼 炫（ひかり） 鉄板焼き 大阪府 

167 すたんど割烹 日本 宗右衛門町店 日本料理 大阪府 

168 カノビアーノ・アネックス イタリアン 大阪府 

169 神戸牛ステーキレストラン ロイヤルモーリヤ 鉄板焼き 兵庫県 

170 MAIN DINING ｂｙ The House of Pacific イタリアン 兵庫県 

171 レストラン ジャンティオジェ フレンチ 兵庫県 

172 レストラン花の館パラディ北野 フレンチ 兵庫県 

173 ホテルオークラ神戸 鉄板焼さざんか 鉄板焼き 兵庫県 

174 リストランテ ラッフィナート イタリアン 兵庫県 

175 オステリア エルベッタ イタリアン 兵庫県 

176 オーボンコアン フレンチ 兵庫県 

177 城西館 思季亭（じょうさいかん しきてい） 日本料理 高知県 

178 得月楼（とくげつろう） 日本料理 高知県 

179 マンダリンコート 中国料理 高知県 

180 華山（かざん） 鉄板焼き 高知県 

181 料亭 濱長（はまちょう） 日本料理 高知県 

182 ラ・ロシェル福岡 フレンチ 福岡県 

183 桜坂 観山荘（さくらざか かんざんそう） 日本料理 福岡県 

184 Steak house Medium Rare(ｳｨｽﾞ･ｻﾞ･ｽﾀｲﾙ･ﾌｸｵｶ内） 鉄板焼 福岡県 

185 ｆｒｏｍ ｏｕｒ ｋｉｔｃｈｅｎ（ｳｨｽﾞ･ｻﾞ･ｽﾀｲﾙ･ﾌｸｵｶ内） イタリアン 福岡県 

186 游來（ユキ） 肉料理 福岡県 

187 レザン・ドール フレンチ 福岡県 

188 BAR CAVALLO(バーカヴァロ) オーセンテックバー 福岡県 

189 美・フレッチェ フレンチ 福岡県 

190 The lounge on the water（ザ・ルイガンズ．内） イタリアン 福岡県 

191 Steak ｈouse Medium Rare（ザ・ルイガンズ．内） 鉄板焼き 福岡県 

192 日本料理 玄海（ザ・ルイガンズ．内） 日本料理 福岡県 

※対象店舗は変更になる場合があります。また、店舗改装などお店の都合により、一時的にサービス休止の場合があります。 


