
北京日本倶楽部 特別優待加盟店リスト
１、飲食店　(※事前にサービス内容を各お店にご確認のうえ、会員証をご提示ください)  2018年1月10日更新

Cook Boo 居酒屋 アイスクリームプレゼント 17:30～翌1:30 6462-5800 朝陽区新源里1号(左家庄路口)

Geba Geba(関東店) 和食 支払額の10％の金券サービス
11:30～14:00、17:30～23:00

(L.O:月～土22:30、日22:00)
6592-4305 朝陽区関東店北街23号

KING大志(建国門店) 焼肉 ソフトドリンク1杯サービス 11:30～14:00、17:00～22:00 5613-0177 朝陽区建国門外建華南路11号

Kitchen Iggosso イタリアン 支払額の10％の金券サービス
11:30～14:00、17:30～23:00

(L.O:月～土22:30、日22:00)
6592-4563 朝陽区関東店北街23号

英虞 和食 お会計より5%OFF。但しドリンク、ランチ除く 11:30～14:00、17:00～22:00/日曜日 6590-8011 朝陽区東三環北路5号発展大廈1F

石川 日本料理 お会計より10％OFF。他割引との併用不可 11:30～14:00、17:30～22:00 6593-2797
朝陽区朝陽北路核桃園30号

浮興写字楼A座101室

江戸前寿司(順義店) 寿司
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:00～21:30 8947-4320

順義区新順南大街8号1幢四層F407

(華聯CGV影城旁)

江戸前寿司(建外SOHO店) 寿司
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:00～23:00 5869-8112

朝陽区東三環

建外SOHO9号楼1F0925

江戸前寿司(好運街店) 寿司
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:30～23:00

5867-0293

139-1169-2183
朝陽区朝陽公園路1号好運街

江戸前寿司(芳園西路店) 寿司
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:30～23:00 5643-6700 朝陽区芳園西路6号

大徳酒場(好運街店) 大衆居酒屋 お会計5%OFF(海鮮類、ドリンク、ランチ、宴会除く) 11:00～14:00、17:30～24:00
5867-0280

138-0106-4472
朝陽区朝陽公園路1号好運街

蔵善 和食居酒屋 お会計より10％OFF、但しドリンク除く 10:30～翌4:00 5867-0281 朝陽区朝陽公園路好運街1-18号

乾山寿司(好運街店) 寿司 お会計より5％OFF 11:30～14:00、17:30～22:30(日22:00) 5867-02１8 朝陽区朝陽公園路1号 好運街A5

叙上苑(好運街店) 焼肉
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:00～14:00、17:00～23:00 5867-0258

朝陽区朝陽公園路1号

好運街C区8単元

叙上苑(芳園西路店) 焼肉
お会計より10%OFF

(定食、デリバリー、飲み物、特価メニュー品目除く)
11:00～14:00、17:00～23:00 5643-6702 朝陽区芳園西路6号号一層

寿司 緑川 寿司割烹 季節の小鉢一品サービス 12:00～14:30、18:00～22:00 6500-7939 朝陽区工体北路4号機電院公司内

寿司Bar高倉 寿司Bar 夜のみ10%OFF。但し、ドリンク、一部料理除く
平日11:30～14:00、17:30～22:00

土日17:30～22:00 
6593-9435

朝陽区新源南里甲2号

昆侖匯B1110

寿司屋の輝 寿司 お会計より20%OFF。但し、ドリンク、一部料理除く
11:30～14:30、17:30～23:00

(お昼は土日祝のみ)/月曜日

6431-9897

137-1777-8108
朝陽区将台路高家園社区西門

すず喜 割烹 会員1名につきビール1杯及び小鉢1つサービス 11:30～14:00、17:30～22:00
8598-9894

186-1095-2345

朝陽区団結湖北五条甲1号

布丁酒店1F

蕎麦人 蕎麦
生ビール或いはジュース１杯サービス、会計時10％OFF

(その他割引等との併用不可)
11:00～14:00、17:30～23:00 5948-9090

朝陽区亮馬橋路40号

21世紀飯店1F

鳥州力 焼き鳥 生ビール1杯サービス 17:00～翌2:00 133-9177-2936 朝陽区霄雲路32号2階

長富宮飯店 オーキッドテラス
パン、ケーキ類、チョコ、クッキー等全商品10％OFF

17:30～パン、ケーキ(小)のみ50％OFF。他は10％OFF
11:30～22:00 6512-5555 朝陽区建国門外大街26号

手羽大使 ダイニングバー 手羽先一皿サービス 18:00～翌2:00(L.O：料理1:00、飲物1:30)
6586-6541

136-8319-4723
朝陽区麦子店枣营北里15号 一番街2階

天正河豚
河豚料理

割烹日本料理
お会計より10%OFF 但し、ドリンク、一部料理除く、他サービスとの併用不可 11:30～14:00、17:00～22:00/春節

8468-2581

158-1058-5933
朝陽区新源里16号琨莎中心C座

なだ万 日本料理 お会計より10％OFF 但し、サービス料は除く
11:30～14:00(L.O)、17:30～22:00(L.O)

中国祝日、休業の場合有り
8570-6409

朝陽区建国門外大街1号

国貿大酒店国貿商城4F

店名 サービス内容 電話番号 住所営業時間/定休日/その他業種
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北京日本倶楽部 特別優待加盟店リスト
八喜為1号店 居酒屋

お会計より12%OFF 但し、ドリンク、一部料理除く。

他割引との併用不可
平日11:00～2:00、土日11:00～22:00 6567-9513 朝陽区建国門外永安里霊通観5号

八喜為2号店 居酒屋
お会計より12%OFF 但し、ドリンク、一部料理除く。

他割引との併用不可
平日11:00～2:00、土日11:00～22:00 6406-4769 東城区東四十条南新倉1号

八喜為3号店 居酒屋
お会計より12%OFF 但し、ドリンク、一部料理除く。

他割引との併用不可
平日11:00～2:00、土日11:00～22:00 6431-9866 朝陽区将台路高家園社区南門

八剣伝(燕沙店) 居酒屋(炭火焼) 生ビール(小)１杯プレゼント 17:00～24:00/国家法定休日 6500-7825 朝陽区麦子店西街39号附一階131号

松岡 焼肉
夜のみドリンク１杯サービス、

4名以上1テーブル野菜サラダサービス
11:30～14:00、17:30～22:00 5867-0231 朝陽区朝陽公園路好運街1-12

和坐(WAZA) 和食 お会計より10％OFF

月～土11:30～14:00(L.O 13:30)、

18:00～22:00(L.O 21:00)、日12:00～21:00

春節/ゴルフ後や遅いランチも対応できます

6508-8022
朝陽区麦子店西街38号

三全公寓倶楽部1F

京懐石壬生 日本料理 会員金額より15％OFF
11:30～14:00

17:30～22:00
131-2106-7857 北京市朝陽区霄雲路35号

武神家 日本式ラーメン居酒屋 生ビール或ソフトドリンク１杯＋枝豆小鉢サービス １１：００～２３:００年中無休 6461-5745 朝陽区新源里東街10号内７号

2、語学学校　(※事前にサービス内容を各お店にご確認のうえ、会員証をご提示ください)  2018年1月10日更新

ハッピーチャイニーズ 中国語教室 授業料8％OFF 7:00～21:00 6594-5677 朝陽区亮马桥路44号
海昌大厦202号

ブリッジスクール

(光明飯店校)
中国語教室 授業料5％OFF 7:00～21:00/国家法定休日 132-6046-3894

朝陽区亮馬橋路40号

光明飯店503室

ブリッジスクール

(国貿校)
中国語教室 授業料5％OFF 7:00～21:00/国家法定休日 132-6046-3894 朝陽区光華路e-Tower 9F 903室

ブリッジスクール

(通広大廈校)
中国語教室 授業料5％OFF 7:00～21:00/国家法定休日 132-6046-3894

朝陽区農展館南里12号

通広大廈8013室

ブリッジスクール

(東方銀座校)
中国語教室 授業料5％OFF 7:00～21:00/国家法定休日 132-6046-3894

東城区東直門外大街42号

東方銀座A座20C室

北京マンダリンスクール

(国貿校)
中国語教室 授業料10％OFF 9:00～21:00/国家法定休日 137-1791-1234

朝陽区光華路12号

数碼01大廈9F904-905

北京マンダリンスクール

(光明飯店校)
中国語教室 授業料10％OFF 9:00～21:00/国家法定休日 137-1791-1234

朝陽区亮馬橋路40号

光明飯店7F709室

説吧！（ショーバ中国語センタ

ー）長富宮校
中国語学校

新規お申込み時に1コマ進呈
平日8;00~21:00土日9:00～18:00中国の公休日はお休み 4008-199-160

朝陽区建国門外大街26号長富宮中心5号楼云享客32

号

説吧！（ショーバ中国語センタ

ー）五道口校
中国語学校 新規お申込み時に1コマ進呈 平日8;00~21:00土日9:00～18:00中国の公休日はお休み 4008-199-160 海淀区成府路28号U-CenterB座1201号

3、医療機関　(※事前にサービス内容を各お店にご確認のうえ、会員証をご提示ください)  2018年1月10日更新

固瑞歯科(国貿口腔診所) 歯科
予防治療(クリーニング、エアフローポリッシング、x-ray)

40％OFF
9:00～20:00 6505-9431

建国門外大街1号

国貿商城B2NB210

固瑞歯科(21世紀飯店) 歯科
予防治療(クリーニング、エアフローポリッシング、x-ray)

40％OFF
9:00～20:00 6466-4814

朝陽区亮馬橋路40号

二十一世紀飯店2F

固瑞歯科(亜運村店) 歯科
予防治療(クリーニング、エアフローポリッシング、x-ray)

40％OFF
9:00～20:00 6497-2173

朝陽区亜運村安立路68号

陽光広場東側底商

店名

店名 業種

サービス内容 電話番号営業時間/休日/その他業種

サービス内容 電話番号 住所営業時間/休日/その他

住所
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北京日本倶楽部 特別優待加盟店リスト
固瑞歯科(遠大店) 歯科

予防治療(クリーニング、エアフローポリッシング、x-ray)

40％OFF
9:00～20:00 8859-6912 海淀区遠大路22号11号楼底商

固瑞歯科(欧陸店) 歯科
予防治療(クリーニング、エアフローポリッシング、x-ray)

40％OFF
10:00～19:00 8046-6084 順義区天竺鎮裕祥路99号欧陸広場

漢和歯科 歯科 成人基礎治療15％OFF、ホワイトニング20％OFF 9:00～18:00 8447-6109
東城区東直門外大街48番

東方銀座C座6D-E

東文中医診所 中医診療所 自主商品10％OFF(健康茶、漢方美容関連商品等)
平日9:00～17:30

土日9:00～20:00
5613-7676 朝陽区霄雲里8号酒店107室

北京御源堂中医診所 医療機関 カッピング1回サービス
平日9:00～17:30

土日9:00～22:00
8735-9958

朝陽区南新園西路8号

龍頭公寓北棟1階

北京五洲婦児医院 国際総合病院
医療品、医療用品、特別診療の費用以外は

お会計より10％OFF
8:00～20:00

131-6114-4599

6770-5558

朝陽区西大望路24号

(双井家楽福斜め向かい)

楊広義中医養生センター 中医診療所 初回20％OFF 10:00～22:00
6841-1188

(EX2058)

海淀区増光路55号

北京紫玉飯店紫霞園1204号室

北京港澳国際医務診療所 クリニック
クリーニング20％OFF

(専門家費、薬費、インプラント、矯正の俗)
9:00～21:00 年中無休 136-8121-0844

東城区朝陽門北大街2号

港澳中心オフィスビル9F

4、その他　(※事前にサービス内容を各お店にご確認のうえ、会員証をご提示ください)  2018年1月10日更新

KOYUKI 美容室 会計時5％0FF。但し、他のチケットと併用不可 9:00～20:00 5820-7995
朝陽区建国路93号

万達広場1-2005

ディスカバリー

ユースホステル

(北京有家国際青年旅舎)

ユースホステル
会員経由予約通常料金より5％OFF

他割引との併用不可
0:00～24:00

6597-6597

158-1086-1599
朝陽区金台里10号楼

北京中央コンタクト コンタクトレンズ

①店頭商品全品10％OFF更に新商品のお試しレンズ１日タイプ3日分プレゼント。

②無料で眼科医による遠隔診療を受診して頂けます（詳しくはお問い合わせください

）。

③月に1回店舗において北京３甲病院の眼科医による目に関する無料相談会への参加（

要予約。）    

10:00～21:30 6530-9103
朝陽区東三環中路七号

財富購物中心1F29

良品屋 浄水器レンタル販売 一か月分レンタル料無料 9:00～18:00/国家法定休日 8722-7841
経済技術開発区

栄京街3号院A座1909号

北京プロテックエンジニアリン

グ（ダイキン空調代理店）
設備業者 メンバーの方に限り空気清浄器１台につき１００元割引 年中無休 13910197642 朝陽区望京博泰国際商業広場Ｂ座1106

店名 サービス内容 電話番号営業時間/休日/その他業種 住所
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