
※各飲食店からご提供いただいた情報をまとめた資料です。ご予約および最新情報は各飲食店にお問い合わせください。 

※エリア毎、最大受け入れ人数が多い順に掲載。 

※駐車場が「有」の場合は備考欄に記載しております。 2022年10月現在

エリア No. 店舗名 URL 住所 TEL FAX アクセス
修学旅行生

受け入れ人数
食事 備考

江東区 1

ジョージタウン

（東京ベイ有明ワシントンホテル

内）

https://washington-

hotels.jp/ariake/restaurant/

〒135-0063

東京都江東区有明3-7-11
03-5564-5489 03-5564-0525

りんかい線国際展示場駅　徒歩3分

ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅/有明駅

徒歩3分

240名 和洋ビュッフェ

 ・ジョージタウンは、一般会場となります。

 ・朝食：AM6：30～10：00、夕食：営業休止

※状況により、会場・営業時間が変更になる場

合がございます。

2 中納言　大森ベルポート店
https://www.chunagon.com/tenpo/to

kyoomori/

〒140-0013

東京都品川区南大井6-26-2

大森ベルポートB館2F

03-5471-4678 03-5471-4673 京浜東北線大森駅　徒歩5分 90名 日本料理

・60名（宴会場）

・30名（4名様テーブル、最大7～8テーブル）

・メイン料理：伊勢海老料理

・駐車場：有

3 リストランテベニーレベニーレ
https://www.ginza-

cruise.co.jp/venire/

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-5-4

レインボービレッジ8階

03-3355-3838 03-5367-0341

東京メトロ丸の内線　新宿三丁目駅　徒歩

1分（E4出口直結）

新宿駅　徒歩5分

140名 イタリア料理
・料理は、コース料理もしくはビュッフェ（20

名以上）スタイルで提供

4 テンテンサイロウ https://e557820.gorp.jp/
〒160-0022

東京都新宿区新宿3-38-17F
03-5360-8191 03-5360-8190 新宿駅　徒歩1分 40名

中華＆デザート

バイキング

5 フラムドール https://g242901.gorp.jp/

〒130-0001

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

スーパードライホール1・2F

03-5608-5381 03-5608-5380 浅草駅　徒歩5分 250名 洋食 ・土日祝日の料金はお問い合わせください。

6 ちゃんこ巴潟 https://www.tomoegata.com/travel/
〒130-0026

東京都墨田区両国2-17-6
03-3632-5600 03-3635-3056 両国駅　徒歩3分 150名 和食

7 ヴェルデュール(東武ﾚﾊﾞﾝﾄ内)
https://www.tobuhotel.co.jp/levant/re

staurant/verdure/

〒130-0013

東京都墨田区錦糸1-2-2
03-5611-5670 03-5611-5500 錦糸町駅　徒歩3分 120名 洋食

8 雷門　三定 http://www.tempura-sansada.co.jp/
〒111-0032

東京都台東区浅草1-2-2
03-3841-3200 03-3841-9041

東京メトロ銀座線浅草駅　徒歩1分

都営地下鉄　浅草線　浅草駅 　徒歩3分

東武線　浅草駅（松屋デパート）　徒歩3

分

250名 和食 ・周辺駐車場利用

9 浅草むぎとろ https://www.mugitoro.co.jp/honten/
〒111-0034

東京都台東区雷門2-2-4
03-3842-1066 03-3845-3456

東京メトロ銀座線浅草駅　徒歩3分

東京メトロ浅草線浅草駅　徒歩１分
140名 和食 ・店の前で乗降可

10 トラットリア・イタリア　上野店
http://www.trattoria-

italia.com/ueno.html

〒110-0005

東京都台東区上野4-9-6

ナガフジビル4Ｆ

03-3839-8181 03-3839-8211 上野駅　徒歩2分 100名
イタリアンコー

ス料理

・前菜・スープ･パスタ・ピザ・ドリンク・デ

ザート

11 もんじゃOCOMO 浅草店 http://www.ocomo.jp/
〒111-0032

東京都台東区浅草1-10-52F
03-6802-7743 03-6802-7753

東京メトロ銀座線 浅草駅　徒歩6分

つくばエクスプレス 浅草駅　徒歩1分

東京メトロ銀座線 田原町駅　徒歩3分

都営浅草線 浅草駅 1番出口 徒歩6分

東武伊勢崎線 浅草駅 6番出口 徒歩8分

75名 日本食

12 しゃぶ菜　上野店

https://www.create-

restaurants.co.jp/shop/index.php?cont

roller=FrontCrShop&action=shop_sho

w&id=743&lang=ja

〒110-0007

東京都台東区上野公園1-54

上野の森さくらテラス2F

03-5812-3821 03-5812-3827 上野駅不忍口　徒歩1分 70名 和食

13 がんこ　上野店
https://www.gankofood.co.jp/shop/de

tail/wa-uenohonten

〒110-0005

東京都台東区上野4-9-6

ナガフジビル6F

03-5688-8845 03-5688-8847
上野駅　徒歩3分

京成上野駅から172m
56名 和食、懐石
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14 純喫茶マウンテン
https://tabelog.com/tokyo/A1311/A13

1102/13016808/

〒111-0032

東京都台東区浅草1-8-2 1F
03-3841-0172 03-3841-0172 つくばエクスプレス浅草駅から292m 50名 喫茶店/甘味 ・道場特別企画あり　

15 六文銭　支店 https://www.rokumonsen.co.jp/shop/
〒111-0032

東京都台東区浅草1-8-4
03-3843-5123 03-3841-7980

東京メトロ浅草駅　徒歩４分

筑波エクスプレス浅草駅　徒歩４分

都営浅草駅　徒歩４分

東京メトロ田原町駅から徒歩４分

つくばエクスプレス浅草駅から270m

35名 日本食 ・メイン料理：もんじゃ焼き

16 楠公レストハウス
https://fng.or.jp/koukyo/place/rest/na

nko-rest/

〒100-0002

東京都千代田区皇居外苑1-1
03-3231-0878 03-3231-0880

日比谷駅/二重橋前　徒歩約5分

JR東京/有楽町駅　徒歩10分

日比谷駅から330m

300名 和食

・皇居二重橋に近い広々とした施設。

・予約は11か月前から

・駐車場：有

17 馳走三昧

https://www.create-

restaurants.co.jp/shop/index.php?cont

roller=FrontCrShop&action=shop_sho

w&id=675&lang=ja

〒100-6701

東京都千代田区丸の内1-9-1

大丸東京12F

03-6895-2858 03-5221-8071 JR東京駅八重洲下車すぐ。 120名 和食バイキング ・東京駅前通、中央通にて乗降

18 はーべすと

https://www.create-

restaurants.co.jp/shop/index.php?cont

roller=FrontCrShop&action=shop_sho

w&id=666&lang=ja

〒171-0021

東京都豊島区西池袋1-11-1

ルミネ池袋9F

03-5954-8152 03-5928-4460 池袋駅　徒歩1分 118名 自然食 ・駐車場：有(ｻﾝｼｬｲﾝ)

19 CHEF'S GOODIES

https://www.create-

restaurants.co.jp/shop/index.php?cont

roller=FrontCrShop&action=shop_sho

w&id=1287&lang=ja

〒170-0013 

東京都豊島区東池袋3-1-2

 サンシャインシティ3F

03-5960-7470 03-5960-7477
地下鉄有楽町線東池袋駅　徒歩9分

都電荒川線向原駅　徒歩9分
92名 洋食

20 菜の庵

https://www.create-

restaurants.co.jp/shop/index.php?cont

roller=FrontCrShop&action=shop_sho

w&id=667&lang=ja

〒171-0021

東京都豊島区西池袋1-11-1

ルミネ池袋店9F

03-5954-8287 03-5928-4470 池袋駅から189m 90名 和食

・10名以上ガイド1名、30名以上ガイド2名無料

※状況によりご希望に添えない場合がございま

す。

・駐車場：有(ｻﾝｼｬｲﾝ)

21 もんじゃやハンズ前店
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A13

0501/13086070/

東京都豊島区東池袋1-29-4

成田ビル 3F
03-3590-7953 03-5688-0678 池袋駅　徒歩７分 80名 日本料理

22 ムーの子孫　西池袋店 https://munoshison.gorp.jp/

〒171-0021

東京都豊島区西池袋5-14-3

シーアイマンション立教前1F

050-5815-9570 03-3590-1119 池袋駅　徒歩7分 70名 日本食 ・食べ放題メニュー有

文京区 23
スーパーダイニング「リラッサ」

（東京ドームホテル内）

https://www.tokyodome-

hotels.co.jp/restaurants/list/rilassa/

〒112-8562

東京都文京区後楽1-3-61
03-5805-2237 -

JR総武線水道橋駅　徒歩2分

都営地下鉄三田線水道橋駅　徒歩1分

東京メトロ丸ノ内線後楽園駅　徒歩5分

東京メトロ南北線後楽園駅　徒歩5分

都営地下鉄大江戸線春日駅　徒歩6分

300名
洋食・中華・和

食ブッフェ

24 THE PLACE OF TOKYO https://www.party-tpt.com/
〒105-0011

東京都港区芝公園3丁目5-4
03-5733-6865 03-5733-6786

都営大江戸線赤羽橋駅　徒歩5分

東京メトロ日比谷線神谷町駅　徒歩7分

都営三田線御成門駅　徒歩7分

コース342名

ブッフェ340

名

創作コース

洋食ブッフェ

・コース、ブッフェともに1フロアではなく、複

数フロアでの表記

25 シンフォニークルーズ
https://www.symphony-

cruise.co.jp/index.php

〒105-0022

東京都港区海岸2-7-104
03-3798-8145 03-3798-8194

ゆりかもめ日の出駅　徒歩約1分

浜松町駅南口　徒歩約12分

大門駅　徒歩約15分

立食280名

着席150名
和食・洋食

・東京湾クルーズ　昼・夜可

・駐車場：有

26 シズラーアクアシティ店 https://www.sizzler.jp/store/odaiba/

〒135-0091

東京都港区台場1-7-1

アクアシティお台場5F

03-3599-4534 03-3599-4535

ゆりかもめ台場駅　徒歩1分

りんかい線東京テレポート駅　徒歩6分

台場駅から271m

160名

（テラス使用

可能時180

名）

洋食バイキング

・平日・土日で料金変わる

・お食事券など使用不可

・駐車場：有

27 インコントロ　オステリア＆グリル
https://www.tokyo.grandnikko.com/re

staurant/incontro/

〒135-8701

東京都港区台場2-6-1

グランドニッコウ東京台場2F

03－5719－6966 03-5719-6378

台場駅直結

臨海副都心線東京テレポート駅　徒歩10

分

90名 イタリアン

・大皿料理にてとりわけスタイル

※状況により、ご希望に添えない場合がござい

ます。
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