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株主サービス券の対象施設の追加等について 

 
 当社では、鉄道の株主優待割引券に加え、毎年３月 31 日現在に 100 株以上を所有されている株主の皆さ

まに対して、一律に株主サービス券一冊を配付させていただいております。 
今回、株主の皆さまに当社グループの生活サービス事業について一層のご理解をいただきたいとの趣旨

から、株主サービス券の対象施設の追加および新設を以下のとおり実施することといたしましたのでお知

らせいたします。 
 

１．追加および新設の内容 

 種  類 内  容 
一冊当た

りの枚数

追加 
メトロポリタンホテルズ等 

宿泊割引券 

 メトロポリタンホテルズ 10 箇所、ファミリーオ・フ

ォルクローロ９箇所およびシーサイドホテル芝弥生（別

紙１）が宿泊料金の 20％割引で利用できます（※１）。 

３枚 

新設 
メトロポリタンホテルズ 

レストラン・バー割引券 

 メトロポリタンホテルズ 10 箇所（別紙１）のレスト

ランおよびバーが正規料金の 10％割引で利用できます

（一部店舗を除く）。 

３枚 

新設 ホテルメッツ等宿泊割引券 
 ホテルメッツ 21 箇所およびホテルドリームゲート舞

浜（別紙１）が宿泊料金の 10％割引で利用できます。 
３枚 

継続 
ＧＡＬＡ湯沢スキー場 

リフト一日割引券 

 ＧＡＬＡ湯沢スキー場（最寄駅：ガーラ湯沢駅）で、

リフト等の場内一日券が正規料金の 50％割引で利用で

きます。 

３枚 

継続 
ＧＡＬＡ湯沢スキー場 

レンタル料金割引券 

 ＧＡＬＡ湯沢スキー場で、スキー３点セットまたはス

ノーボード２点セットが一日正規レンタル料金の 20％

割引で利用できます。 

３枚 

新設 リラクゼ料金割引券 
 リラクゼ 16 箇所（別紙２）で、マッサージ等のサー

ビスを正規料金の 15％割引で利用できます。 
３枚 

新設 
新幹線車内販売 

コーヒー割引券 

 東北・上越・長野・山形・秋田新幹線の車内販売で、

コーヒーが 100 円割引で購入できます。 
３枚 

新設 
ベックスコーヒーショップ・

ベッカーズコーヒー割引券 

 ベックスコーヒーショップ 73 箇所、ベックスコーヒ

ーショッププラス２箇所およびベッカーズ 24 箇所（別

紙３）で、コーヒー等（別紙３）が 90 円割引で購入で

きます（一部店舗を除く）。 

３枚 

※１ メトロポリタンホテルズ等宿泊割引券の割引対象に下線部の施設を追加いたします。 
※２ 箇所数は平成 23 年３月１日現在。 

※３ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 

 

２．変更予定日 

  平成 23 年３月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より適用いたします。発送は平成

23 年５月下旬を予定しております。 

 
以  上 



別紙１ 
 

メトロポリタンホテルズ一覧 

（平成 23 年３月１日現在：全 10 箇所） 

ホテル名称 
レストラン・バー名称 

（割引対象店舗） 
最寄駅 

ホテルメトロポリタン丸の内 ダイニング＆バー「ＴＥＮＱＯＯ」 東京駅 

ホテルメトロポリタン 

ダイニング＆バー「オーヴェスト」 

キュイジーヌ「エスト」 

日本料理「花むさし」 

        「花むさし 旬香」 

中国料理「桂林」 

バー「オリエントエクスプレス」 

メザニンラウンジ「すずかけ」 

オールデイダイニング「クロスダイン」 

池袋駅 

ホテルメトロポリタンエドモント 

フレンチレストラン「フォーグレイン」 

日本料理「平川」 

鉄板焼「山彦」 

鮨「海彦」 

ダイニングブッフェ「ベルテンポ」 

バー「カルーザル」 

飯田橋駅 

ホテルメトロポリタン高崎 ブラッスリー「ローリエ」 高崎駅 

ホテルメトロポリタン長野 

カフェレストラン「アイリス」 

ロビーラウンジ 

日本料理「しなの」 

香港海鮮料理「皇華」 

メインバー「アポロ」 

長野駅 

ホテルメトロポリタン仙台 

中国料理「桃李」 

日本料理「はや瀬」 

旬菜グリル＆カフェ「セレニティ」 

バー「ナイト」 

ロビーラウンジ「シャルール」 

仙台駅 

ホテルメトロポリタン山形 

日本料理「最上亭」 

ロビーラウンジ「ゆう」 

メインバー「ラビン」 

山形駅 

ホテルメトロポリタン盛岡 チャイニーズダイニング「ＪＵＥＮ」 盛岡駅 

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング

ティーラウンジ「クローバー」 

日本料理「対い鶴」 

ダイニング＆バー「ジョバンニ」 

フランス料理「モン・フレーブ」 

盛岡駅 

ホテルメトロポリタン秋田 

あきた旬彩創作料理「ダイニング万葉」 

秋田の旬と野菜の美味しいレストラン

「クオーレ」 

メインバー「スターズⅡ」 

秋田駅 

※１ 一覧に記載のない店舗は株主サービス券の割引対象外となります。詳しくは各ホテルにお問い

合わせください。 

※２ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 
 



ファミリーオ・フォルクローロ一覧 

（平成 23 年３月１日現在：全９箇所） 

ホテル名称 最寄駅 

ファミリーオ館山 館山駅 

ファミリーオ新治 上毛高原駅 

ファミリーオ栂池 白馬大池駅 

ファミリーオ佐渡相川 ― 

フォルクローロ高畠 高畠駅 

フォルクローロいわて東和 土沢駅 

フォルクローロ遠野 遠野駅 

フォルクローロ角館 角館駅 

フォルクローロ大湊 大湊駅 

 

芝弥生会館 

（平成 23 年３月１日現在） 

ホテル名称 最寄駅 

シーサイドホテル芝弥生 
新交通ゆりかもめ竹芝駅 

（浜松町駅） 

 

ホテルメッツ一覧 

 （平成 23 年３月１日現在：全 21 箇所） 

ホテル名称 最寄駅 

ホテルメッツ渋谷 渋谷駅 

ホテルメッツ目白 目白駅 

ホテルメッツ駒込 駒込駅 

ホテルメッツ田端 田端駅 

ホテルメッツ高円寺 高円寺駅 

ホテルメッツ武蔵境 武蔵境駅 

ホテルメッツ国分寺 国分寺駅 

ホテルメッツ久米川 西武新宿線久米川駅 

ホテルメッツ立川 立川駅 

ホテルメッツ赤羽 赤羽駅 

ホテルメッツ浦和 浦和駅 

ホテルメッツ川崎 川崎駅 

ホテルメッツ溝ノ口 武蔵溝ノ口駅 

ホテルメッツかまくら大船 大船駅 

ホテルメッツ津田沼 津田沼駅 

ホテルメッツ水戸 水戸駅 

ホテルメッツ長岡 長岡駅 

ホテルメッツ福島 福島駅 

ホテルメッツ北上 北上駅 

ホテルメッツ八戸 八戸駅 

ホテルメッツ横浜鶴見 鶴見駅 

 

アーバンリゾートホテル 

（平成 23 年３月１日現在） 

ホテル名称 最寄駅 

ホテルドリームゲート舞浜 舞浜駅 

 

※ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 



別紙２ 

 

リラクゼ一覧 

（平成 23 年３月１日現在：全 16 箇所） 

名称 最寄駅 

リラクゼ東京グランアージュ店 東京駅 

リラクゼルミネ新宿店 新宿駅 

リラクゼアトレ目黒店 目黒駅 

リラクゼホテルメッツ駒込店 駒込駅 

リラクゼテルミナ錦糸町店 錦糸町駅 

リラクゼルミネ北千住店 北千住駅 

リラクゼディラ三鷹店 三鷹駅 

リラクゼ国分寺エル店 国分寺駅 

リラクゼアトレ秋葉原１店 秋葉原駅 

リラクゼエキュート上野店 

（※３月 24 日開業予定） 
上野駅 

リラクゼ川崎ＢＥ店 川崎駅 

リラクゼ大船ルミネウィング店 大船駅 

リラクゼディラ西船橋店 西船橋駅 

リラクゼホテルメッツ津田沼店 津田沼駅 

リラクゼペリエ稲毛店 稲毛駅 

リラクゼルミネ大宮店 大宮駅 

※ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 

 

 



別紙３ 

 

ベックスコーヒーショップ一覧（割引対象店舗） 

（平成 23 年３月１日現在：73 箇所） 

名称 最寄駅 名称 最寄駅 

ベックス丸の内北口店 東京駅 ベックス淵野辺店 淵野辺駅 

ベックス東京新幹線店 東京駅 ベックス十日市場店 十日市場駅 

ベックス上野ブレイク店 上野駅 ベックス南船橋店 南船橋駅 

ベックス上野常磐ホーム店 上野駅 ベックス下総中山店 下総中山駅 

ベックス池袋メトロポリタン口店 池袋駅 ベックス都賀店 都賀駅 

ベックス池袋西口店 池袋駅 ベックス川口店 川口駅 

ベックス秋葉原店 秋葉原駅 ベックス蕨店 蕨駅 

ベックス秋葉原電気街口店 秋葉原駅 ベックスさいたま新都心店 さいたま新都心駅

ベックス大崎店 大崎駅 ベックス大宮新幹線店 大宮駅 

ベックス大崎北口店 大崎駅 ベックス北本店 北本駅 

ベックス新宿店 新宿駅 ベックス小田原店 小田原駅 

ベックス四ッ谷店 四ツ谷駅 ベックス戸塚店 戸塚駅 

ベックス千駄ヶ谷店 千駄ヶ谷駅 ベックス新秋津店 新秋津駅 

ベックス荻窪店 荻窪駅 ベックス川越店 川越駅 

ベックス高円寺店 高円寺駅 ベックス宇都宮店 宇都宮駅 

ベックス武蔵境店 武蔵境駅 ベックス小山店 小山駅 

ベックスアトレ大森店 大森駅 ベックス大宮北口店 大宮駅 

ベックス板橋店 板橋駅 ベックス市川店 市川駅 

ベックス錦糸町駅ホーム店 錦糸町駅 ベックス福生店 福生駅 

ベックス新小岩駅前店 新小岩駅 ベックス立川店 立川駅 

ベックス小岩店 小岩駅 ベックス府中本町店 府中本町駅 

ベックス新木場店 新木場駅 ベックス群大病院店 ― 

ベックス町田店 町田駅 ベックス田端店 田端駅 

ベックス川崎駅店 川崎駅 ベックス王子店 王子駅 

ベックス横浜北口店 横浜駅 ベックス品川店 品川駅 

ベックス横浜中央口店 横浜駅 ベックス逗子店 逗子駅 

ベックス保土ヶ谷店 保土ヶ谷駅 ベックス東戸塚店 東戸塚駅 

ベックス関内店 関内駅 ベックス伊東店 伊東駅 

ベックス磯子店 磯子駅 ベックス舞浜店 舞浜駅 

ベックス鎌倉店 鎌倉駅 ベックス木更津店 木更津駅 

ベックス平塚店 平塚駅 ベックス千葉東口店 千葉駅 

ベックス武蔵小杉店 武蔵小杉駅 ベックス取手店 取手駅 

ベックス武蔵中原店 武蔵中原駅 ベックス熊谷店 熊谷駅 

ベックス横浜南口店 横浜駅 
ベックス新百合ヶ丘オーパ店 

小田急新宿線

新百合ヶ丘駅 ベックス長野店 長野駅 

ベックス松戸店 松戸駅 ベックス与野店 与野駅 

ベックス橋本店 橋本駅 ベックス大井町店 大井町駅 

※１ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 

※２ ベックス成田空港店は株主サービス券の割引対象外となります。 

※３ ベックスコーヒーショップでは、ブレンドコーヒー(Ｓ)のほか、深煎りコーヒー(Ｓ)、アメリ

カンコーヒー(Ｓ)、水出しアイスコーヒー(Ｓ)、アッサムティー(カップ)、アイスティー(Ｓ)が

株主サービス券の割引対象メニューとなります。 

なお、対象メニューは予告なく変更する場合があります。 

 

 



 

ベックスコーヒーショッププラス一覧 

（平成 23 年３月１日現在：２箇所） 

名称 株主サービス券割引対象メニュー 最寄駅 

ベックスプラス高田馬場店

ブレンドコーヒー(Ｓ)、アッサムティー(カップ)、 

ジャスミンティー(カップ)、 

水出しアイスコーヒー(Ｓ)、アイスティー(Ｓ) 

高田馬場駅

ベックスプラス八王子店 

ブレンドコーヒー(Ｓ)、水出しアイスコーヒー(Ｓ)、 

アイスティー(Ｓ)、アイスミルク(Ｓ)、 

オレンジジュース(Ｓ)、グレープフルーツジュース(Ｓ) 

八王子駅 

※１ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 

※２ 対象メニューは予告なく変更する場合があります。 

 

ベッカーズ一覧（割引対象店舗） 

（平成 23 年３月１日現在：24 箇所） 

名称 最寄駅 

ベッカーズ田町店 田町駅 

ベッカーズ秋葉原店 秋葉原駅 

ベッカーズ御徒町店 御徒町駅 

ベッカーズ飯田橋東口店 飯田橋駅 

ベッカーズ赤羽店 赤羽駅 

ベッカーズ川崎ルフロン店 川崎駅 

ベッカーズ武蔵溝ノ口店 武蔵溝ノ口駅 

ベッカーズ武蔵小杉店 武蔵小杉駅 

ベッカーズ藤沢店 藤沢駅 

ベッカーズ柏店 柏駅 

ベッカーズ柏西口店 柏駅 

ベッカーズ市川店 市川駅 

ベッカーズ西船橋店 西船橋駅 

ベッカーズ海浜幕張店 海浜幕張駅 

ベッカーズ蘇我店 蘇我駅 

ベッカーズ大宮店 大宮駅 

ベッカーズ東大宮店 東大宮駅 

ベッカーズ八王子店 八王子駅 

ベッカーズ舞浜店 舞浜駅 

ベッカーズグランデュオ蒲田店 蒲田駅 

ベッカーズホテルメッツ津田沼店 津田沼駅 

ベッカーズ大船店 大船駅 

ベッカーズホテルメッツ横浜鶴見店 鶴見駅 

ベッカーズ昭島店 昭島駅 

         ※１ 対象店舗は予告なく変更する場合があります。 

        ※２ ベッカーズ池袋東口店は株主サービス券の割引対象外と

なります。 

※３ ベッカーズでは、ホットコーヒーのほか、紅茶、コーン

スープ、ホットミルク、アイスコーヒー(Ｒ)、アイスティ

ー(Ｒ)、アイスミルク(Ｒ)が株主サービス券の割引対象メ

ニューとなります。 

なお、対象メニューは予告なく変更する場合があります。 

 


