
帝国ホテルグループおよびUC（Visa・Mastercard）加盟店にて「インペリアルクラブカード」でお支払いいただいた
金額に応じて、ポイントが自動加算され、素敵なプレゼントと交換いただけます。

■帝国ホテルグループ
帝国ホテル 東京、帝国ホテル 大阪：ご宿泊、直営レストラン・バー、ご宴会（ご婚礼・ご会食・パッケージプラン）、ガルガンチュワ（東京）、
ホテルショップ（大阪）／上高地帝国ホテル／ザ・クレストホテル：ご宿泊、レストラン、ご宴会／通信販売／帝国ホテルハイヤー
※帝国ホテルオンラインショップ／帝国ホテルアーケード（東京）／帝国ホテルプラザ（東京・大阪）の各店舗は含まれません。

※「インペリアルクラブカード」でのお支払いに限ります。現金、他社カードでのお支払いの場合は、ポイントの対象とはなりませんのでご了承ください。

1ヵ月ごとのご決済額合計5,000円ごとに下記ポイントをプレゼント

ポイントの
加算期間

ポイントの
確認方法

注意事項

ポイントは加算された年度の翌年度までに限り繰越すことができます。
今回、2017年度からの繰越ポイントを使用しない場合、本年度で消滅いたしますのでご了承ください。

ポイントの加算期間は、毎年３月11日～翌年３月10日にUCカードにてご請求が
確定した分までです。

2017/3/11 2018/3/10 4月下旬 5/31

40ポイントを2018年度に繰り越し

2017年度

2018年度

ポイント
集計期間

商品交換
期間100ポイント加算

※商品交換を行わなかった場合、
2017年度より繰り越しされた40ポイントは2019年度には繰越しできません。自動的に消滅いたします。
2018年度に加算した100ポイントは2019年度に繰越しいたします。

2018/3/11 2019/3/10

ポイント
集計期間

商品交換
期間40ポイント繰越＋100ポイント加算＝140ポイント

〈例 2017年度に100ポイントが加算され、60ポイントを商品に交換。2018年度に100ポイントが加算された場合。〉

140ポイント分商品交換可能※

「ご利用代金明細書」に累計ポイントが表示されます。

※2018年度分からの繰越ポイントは、2019年8月15日付発行のご利用代金明細書の「ボーナスポイント」欄に表示されます。
4月～7月の間、繰越ポイントは集計中のため表示されません。当期加算ポイントのみご確認いただけます。

累計ポイント

帝国ホテルグループで
ご利用いただいたポイント

〈例〉

2019 4 5

見
本 見

本

2019 3 15

繰越ポイント
（8月15日付発行のご利用代金明細書に表示されます）

●今回、2017年度（※）からの繰越ポイントを使用しない場合、本年度で消滅いたしますのでご了承ください。
●プレゼント交換後に残った2018年度分のポイントは、自動的に次年度に繰越しいたします。
●2017年度からの繰越ポイントの使用がない場合や、2018年度のポイント全てを繰越しされる場合、応募用紙の
　ご返送は不要です。
●2018年度分からの繰越ポイントは、2019年8月15日付発行のご利用代金明細書の「ボーナスポイント」欄に表示
　されます。
●家族会員の方のポイント数は本人会員に含まれています。

（※）2017年3月11日～2018年3月10日の期間

100ポイントのうち
60ポイントを商品に交換

プレゼント応募期限
2018年度に加算されたポイントのみ、
2019年度へ繰越が可能です。

ポイントの繰越について

お申込みの前に、必ずお読みください。

お申込み
・

お届け

ご利用

■使用可能ポイント数を超えるお申込みは無効とさせていただきます。
ポイントは、他の所有カードとの合算や、現金での購入、4月以降の加算分の使用は
できません。（家族会員の方のポイントは本人会員に含まれております。）

■応募用紙ご記入の際、誤ってご希望商品からずれてご記入されるケースがございます
ので、ご注意ください。

■応募用紙は必ず郵送にてご返送ください。

■繰越可能ポイント全てを繰越される場合、応募用紙のご返送は不要です。

■前年度の繰越ポイントを使用しない場合、本年度で消滅いたしますので、予めご了承
ください。

■繰越ポイントは8月15日付発行の「ご利用代金明細書」に表示されます。

■プレゼント内容は、予告なく変更または終了させていただくことがございます。

■複数のプレゼントをお申込みの場合、全てをご用意でき次第の発送となります。
なお、オリジナルグッズ（非売品）は、お申込みからお届けまでに3ヵ月以上かかる場合が
ございます。

■券類※は、他のプレゼントとは別に書留にて郵送いたします。

■プレゼントは、UCカードにご登録のご住所（「ご利用代金明細書」のお送り先）にお届け
いたします。それ以外へのお届けをご希望の場合は、応募用紙記入方法をご参照の
うえ、ご指定ください。
　（お届けする商品には、本プログラムによる商品発送の旨のご案内を同封しており
ます。そちらを除くことはできかねますのでご了承ください。）

■複数箇所・海外発送は承っておりませんので、予めご了承ください。

■お届けしたプレゼントに破損等不具合がある場合を除き、申込書受付後および
プレゼントお届け後のご変更や交換、お取り消し（返品）はできませんので、予め
ご了承ください。

■券類※は、ご利用期間がございます。期限の延長はできませんので、お早めに
ご利用ください。

■盗難、紛失等いかなる理由におきましても再発行はできません。

■券類※は、会員ご本人様以外でもご利用いただけます。

※券類・・・ご宿泊券、お食事券、ワンドリンク券、喫茶券、ワイン券、帝国ホテルご利用券

ポイント
の繰越

応募用紙には、お客様の所有ポイント数に応じてお申込みいただける商品のみを表示しています。

●応募用紙 裏面

商品のお届け先変更
UCカードにご登録のご住所（「ご利用代金明細書」のお送り先）
以外へのお届けをご希望の場合のみご記入ください。
※複数箇所・海外の発送は承っておりません。

申込口数
お申込みの口数をご記入ください。

ポイント小計
お申込みの口数に応じたポイント小計をご記入ください。

合計口数・合計ポイント数
お申込みの合計口数・合計ポイント数をご記入ください。

お客様の所有ポイント数
印字のポイント数内でお申込みください。

　「航空会社のマイル」にお申込みの場合
航空会社のマイルへのポイント交換は、インペリアルクラブ会員
ご本人様または、そのご家族様に限らせていただきます。
また、お申込みポイントを複数名の方に分けてマイルを積算
することはできませんので、予めご了承ください。
※マイル積算は6～7月頃を予定しております。

［JALのマイルにお申込みの場合］
JALマイレージバンク（JMB）お得意様番号（7桁または9桁）と
ローマ字氏名を必ずご記入ください。
●＜お問い合わせ先＞JMB日本地区会員事務局
0570-025-039（有料）／
03-5460-3939

［ANAのマイルにお申込みの場合］
ANAマイレージクラブお客様番号（10桁）とローマ字氏名を
必ずご記入ください。
●ANAマイレージクラブ・サービスセンター
0570-029-767（全国一律料金）／
03-6741-6683（有料/海外から）

6

1

2

3

4

5

記入例   使用可能ポイント数「6000ポイント」の場合

例

例

●応募用紙 表面

2019年5月31日（金）まで 
（当日消印有効） ※2017年度からの繰越ポイントを使用しない場合、本年度で消滅

いたします。

1

インペリアルクラブポイントのご案内
使用可能なポイント数以内で自由に組み合わせて、中面のプレゼントをお選びいただき、同封の「インペリアルクラブ ポイント
プレゼント 2018 応募用紙」にご記入の上、返信用封筒にてご返送ください。（右面のご案内もご参照ください。）
※繰越可能ポイント全てを繰越される場合、応募用紙のご返送は不要です。
※ご提出いただいた応募用紙は、ご返却できませんので予めご了承ください。

応募方法インペリアルクラブ ポイントプレゼント 2018 ご案内

プレゼントに関するお問い合わせ
帝国ホテル インペリアルクラブデスク

9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
0120-116571

インペリアルクラブポイントに関するお問い合わせ
UCカードインペリアルクラブデスク

9：00～17：00（土・日・祝日を除く）
0120-116572

2019年5月15日（水）までのご応募到着分 2019年6月11日（火）頃までに商品発送予定

2019年5月31日（金）消印有効 2019年7月5日（金）頃までに商品発送予定

プレゼント発送予定日
第1回

最 終

応募期限：2019年5月31日（金）まで （当日消印有効）

（※ご投函日ではなく、応募用紙確認完了分）

■応募用紙は必ず郵送でお送りいただきますようお願い申し上げます。
■券類（ご宿泊券、お食事券、ワンドリンク券、喫茶券、ワイン券、帝国ホテルご利用券）は、他のプレゼントとは別に書留
にて郵送させていただきます。
■お届けしたプレゼントに破損等不具合がある場合を除き、申込書受付後およびプレゼントお届け後のご変更や交換、
お取り消し（返品）はできませんので、予めご了承ください。
■商品により発送日が異なりますが、お申込みからお届けまでに3ヵ月以上かかる場合がございますので、予めご了承
ください。

インペリアルクラブ ポイントプレゼント 
201８ 

オリジナルコレクションカタログ

株式会社帝国ホテル インペリアルクラブ事務局

平素より帝国ホテルに格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度は「インペリアルクラブ ポイントプレゼント 201８」応募用紙をお送りいたします。

みなさまの日頃のご愛顧に感謝いたしまして、
帝国ホテルの魅力をご満喫いただける商品やオリジナルグッズを取り揃えております。

みなさまのご応募を心よりお待ち申し上げております。

見
本
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一般カード

加算ポイント

3ポイント

2ポイント

1ポイント

1ポイント

カードの種類

ゴールドカード

帝国ホテルグループ UC （Visa・Mastercard） 加盟店



〈東京〉
フランス料理「レ セゾン」
鉄板焼「嘉門」
トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」
オールデイダイニング「パークサイドダイナー」
〈大阪〉
フランス料理「レ セゾン」
鉄板焼「嘉門」
中国料理「ジャスミンガーデン」
カジュアルレストラン「カフェ クベール」
※ワンドリンク券のみのご利用はできません。

ワンドリンク券
（２名様）

〈東京〉
フランス料理「レ セゾン」
鉄板焼「嘉門」
日本料理「東京 なだ万」
京料理「伊勢長」
〈大阪〉
フランス料理「レ セゾン」
鉄板焼「嘉門」

ランチ券 B
（２名様）14

喫茶券
（２名様）11 ランチ券 A

（２名様）1312

〈東京〉
トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」※
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」※
インペリアルラウンジ アクア（アフタヌーンティーセット）※
　※上記は平日限定のご利用。
ジャパニーズ ダイニング「讃アプローズ」
天ぷら「天一」／江戸前鮨「なか田」
江戸前鮨「　　」／中国料理「北京」
〈大阪〉
中国料理「ジャスミンガーデン」
ブフェ&ラウンジ「ザ パーク」（ガーデン・ブフェ）

嘉門（東京） カフェ クベール（大阪） レ セゾン（東京）

フルボトル
ワイン券

〈東京〉
トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」
ジャパニーズダイニング「讃アプローズ」
天ぷら「天一」／江戸前鮨「なか田」
江戸前鮨「　　」
〈大阪〉
中国料理「ジャスミンガーデン」
カジュアルレストラン「カフェ クベール」

ディナー券 C
（２名様）15

〈東京〉
フランス料理「レ セゾン」／鉄板焼「嘉門」
日本料理「東京 なだ万」
懐石料理「東京𠮷兆」／中国料理「北京」
〈大阪〉
フランス料理「レ セゾン」／鉄板焼「嘉門」
中国料理「ジャスミンガーデン」
日本料理「大阪 なだ万」／鮨「久兵衛」

ディナー券 D
（２名様）16

10

〈イメージ〉
〈東京〉
トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」
ブフェレストラン「インペリアルバイキング サール」
オールデイダイニング「パークサイドダイナー」
〈大阪〉
中国料理「ジャスミンガーデン」
カジュアルレストラン「カフェ クベール」

※ワインのお持ち帰りはできません。

〈イメージ〉
〈東京〉
オールデイダイニング「パークサイドダイナー」
「ランデブーラウンジ」（平日限定）
〈大阪〉
ブフェ&ラウンジ「ザ パーク」
カジュアルレストラン「カフェ クベール」
※「パークサイドダイナー」、「カフェ 
クベール」ではパンケーキセット、
その他店舗ではアフタヌーンティー
セットをご用意いたします。

〈イメージ〉 ジャスミンガーデン（大阪）

コーンのクリームスープ、
フレンチオニオンスープ、
ミネストロンスープ、ビーフ
カレー、鶏のトマト煮込み
（各3缶）

スティックバウム
詰合せ17

スープディナーセット24

オリジナル
リーフティーバッグ
（2箱セット）

18

スープセット19 フィナンシェ20

卵 牛肉 大豆 鶏肉 豚肉乳 小麦

十勝牛・日向鶏カレーセット21

卵
牛肉 大豆 鶏肉
豚肉

乳 小麦

りんご

ホテルご利用券 下記「ご利用可能ホテル・店舗」、「ご利用の際の注意事項」を必ずお読みください。

［ご利用の際の注意事項］
●本券は、金券ではありません。ホテルチェックとは異なります。
●当日のご精算のみご利用いただけます。お預り金、後日精算にはご利用いただけません。
●現金とのお引き換えはいたしません。
●ご利用額が券面の金額に満たない場合でも、釣銭はお渡しいたしません。
釣銭分の金額に相当する他の商品・サービスへの転用はいたしません。

●本ご利用券分の領収書の発行はいたしません。
●盗難・紛失または滅失等の場合、当社はその責任を負いかねます。
いかなる理由においても再発行はいたしません。

［ご利用可能ホテル・店舗］
●帝国ホテル 東京
ご宿泊、直営レストラン・バー（レ セゾン、嘉門、ラ ブラスリー、パークサイドダイナー、
インペリアルバイキング サール、インペリアルラウンジ アクア、オールドインペリアルバー、
ランデブーラウンジ・バー）、ご宴会、ホテルショップ（ガルガンチュワ）

●帝国ホテル 大阪
ご宿泊、直営レストラン・バー（レ セゾン、嘉門、ジャスミンガーデン、カフェ クベール、
レインボーラウンジ、オールドインペリアルバー、ザ パーク）、ご宴会、ホテルショップ
●上高地帝国ホテル
ご宿泊、レストラン、売店

帝国ホテルご利用券（2万円分）9

JALのマイル（10,000マイル）38

ANAのマイル（10,000マイル）  39

日本赤十字社への
寄付金40

JALマイレージバンク（JMB）会員の
方のみご応募いただけます。

ANAマイレージクラブ（AMC）会員の
方のみご応募いただけます。

折り畳み傘32

フランク・ロイド・ライト／
マグカップ（2個）33 フランク・ロイド・ライト／

菱形プレート（2枚）34

バスローブ（1着）
37 綿１００％／フリーサイズ 着丈112cm、

身幅65cm、袖丈42cm、肩幅62cm

バスタオル（1枚）30
60×120ｃｍ／綿１００％（１枚）

〈イメージ〉

〈イメージ〉

〈東京・大阪〉
インペリアルフロア アップグレード券1

〈東京・大阪〉
スーペリア宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）

2

〈東京〉 本館 スーペリア

〈大阪〉 インペリアルフロア デラックス

〈ご利用シーンイメージ〉 

〈東京〉 インペリアルフロア ジュニアスイート 〈ハレクラニ プール〉

〈東京・大阪〉
インペリアルフロア ジュニアスイート宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）

5 ハレクラニ宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）6

〈東京・大阪〉
インペリアルフロア スイート宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）

7

〈東京〉 本館インペリアルフロア スイート 〈大阪〉 インペリアルフロア スイート

 客室タイプ
〈東京〉 本館インペリアルフロア スイート（80㎡～）
〈大阪〉 インペリアルフロア スイート（100㎡）

 客室タイプ
〈東京〉 本館インペリアルフロア
　　　  ジュニアスイート（54㎡～）
〈大阪〉 インペリアルフロア
         ジュニアスイート（60㎡）

 客室タイプ
オーシャンビュー（48㎡）

※他の宿泊券との併用につきましては、客室予約係までお問い合わせください。
※ご連泊分もアップグレードのお部屋をご利用いただけます。

※他の宿泊券との併用につきましては、客室予約係までお問い合わせください。
※ご連泊分もアップグレードのお部屋をご利用いただけます。

業務提携をしている世界有数の
ラグジュアリーホテル「ハレクラニ」に
ご宿泊いただけます。

〈東京・大阪〉
スイート アップグレード券3 〈東京・大阪〉

インペリアルフロア デラックス宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）

4

インペリアルクラブ会員のスタンダード
ご宿泊優待料金（室料）で、
スイートにご宿泊いただけます。

 客室タイプ
〈東京〉タワー館 スイート（72㎡）　〈大阪〉レギュラーフロア スイート（100㎡）

 客室タイプ
〈東京〉 本館インペリアルフロア
　　　  デラックス（42㎡）
〈大阪〉 インペリアルフロア
　　　  デラックス（40㎡）

東京：2019年12月30日（月）～2020年1月3日（金）
大阪：2019年7月25日（木）、2019年12月29日（日）～2020年1月3日（金） ※2019年7月25日（木）のチェックアウトは10：00となります。
ハレクラニ：2019年8月1日（木）～8月15日（木）、2019年12月23日（月）～2020年1月9日（木）

除外日

ご利用券について

ご利用に
ついて

〈東京のみ〉
賓客用スイート（160㎡～）宿泊券
（1室2名様、1泊朝食付）

8

〈東京〉 賓客用スイート

インペリアルクラブ会員の
スタンダードご宿泊優待料金（室料）で、
インペリアルフロアの下記のお部屋に
ご宿泊いただけます。

 客室タイプ
〈東京〉本館インペリアルフロア デラックス（42㎡）　〈大阪〉スーペリア（30㎡～）

ダージリンとセイロン紅茶の風味
豊かな味わい（1箱16包入り）
※写真の食器は付属しておりません。※アルコール（洋酒）を使用しております。

レモン、ヘーゼルナッツ
（各8個）

卵 乳 小麦

フルーツケーキ（５個）、メープル、
チョコレート（各３本）、プレーン（2本）

※フルーツケーキにアルコール（洋酒）
を使用しております。

コーンのクリームスープ、フレンチオニオンスープ、
パンプキンスープ、ポタージュクレシー（人参のスープ）
（各2缶）、若鶏のクリーム煮 カレー風味、ビーフ
シチュー（各3缶）

牛肉 大豆 鶏肉 豚肉乳 小麦

卵 乳 大豆小麦 オレンジ

上高地帝国ホテル 
マフラータオル25

手ぬぐい「宝づくし」（2色セット）26

フェイスタオル（2枚）28 34×80ｃｍ／綿１００％

ブックカバー（ノート付）27

35×90ｃｍ／綿100%

※名刺ケース、パスケースとしてお使いいただけます。
※中面に「IMPERIAL HOTEL」の型押しがございます。

31 本革カードケース

焼菓子詰合せ22

十勝牛ビーフカレー、日向鶏チキンカレー［タイ風］
（各３箱）
※お茶碗一杯分にちょうど良い少量サイズ（90g）です。

カシューナッツ 牛肉 鶏肉 りんご小麦 えび乳

ミネストロンスープ（３缶）、コーンのクリーム
スープ、フレンチオニオンスープ、ポタージュ
クレシー（人参のスープ）（各２缶）

ご宿泊 有効期間 2019年6月1日（土）～2020年3月10日（火）

お食事 有効期間 2019年6月1日（土）～2020年3月10日（火）

有効期間 2021年3月31日（水）まで ホテルグッズ

卵 乳 小麦 大豆オレンジ

プレーン&マカダミアナッツ、チョコレート
&オレンジ、キャラメル&アーモンド、
ストロベリー&クランベリー、レモン&
アーモンド（各2個）

ご交換いただいた寄付金は、
日本赤十字社を通じ、
国内外における災害時の救援活動
など苦しむ人々を救う活動のために
使われます。
今回の寄付金の総額につきましては、
9月末頃に帝国ホテルのホームページ
にてご報告いたします。

※宿泊券がお手元に届き次第、2019年6月1日（土）のご宿泊のご予約よりご利用いただけます。
※ご希望日の状況により、別の日にお振り替えいただくようお願いする場合がございます。
※宿泊券　　　　　 　 の朝食対象レストランは以下の通りです。
<東京>「パークサイドダイナー」「レ セゾン（コンチネンタルブレックファスト）」「ルームサービス（和食または洋食）」「東京 なだ万」
<大阪>「カフェ クベール」「ルームサービス（洋食）」
※当日ご宿泊のお部屋は、写真と異なる場合がございますのでご了承ください。

※　 、　 、　 、　 、　 、　 、　 、　 は非売品です。
※お申込みをいただいてからお届けまでに3ヵ月以上かかる場合がございます。予めご了承ください。
※食器類はすべて電子レンジ非対応でございます。
※商品によって若干のサイズや色味の誤差が発生する場合がございます。

27 28 29 30 31 32 35 37

2 4 75 8

東京：2019年12月14日（土）～25日（水）、2019年12月31日（火）～2020年1月3日（金）
大阪：2019年7月25日（木）、2019年12月14日（土）～25日（水）、2019年12月31日（火）～2020年1月3日（金）除外日

ご利用に
ついて

※お食事券がお手元に届き次第、2019年6月1日（土）以降のご予約よりご利用いただけます。
※ご希望日の状況により、別の日にお振り替えいただくようお願いする場合がございます。
※対象レストランのいずれかにてご利用いただけます。
※お食事券にてご利用いただけるメニューにつきましては、各店舗にお問い合わせください。

マイレージ
※未入会の方はJMBまたはAMCへのご入会が必要です。
※おひとりに対して10,000マイルを積算いたします。複数名へ
分けてのお申込みはできませんので、予めご了承ください。
※マイル積算は6～7月頃を予定しております。

マイルに
ついて 寄付

11×7.5ｃｍ／ブラック

19.6ｃｍ

 客室タイプ
〈東京〉 本館
　　　 スーペリア（32㎡）
〈大阪〉 レギュラーフロア
　　　 スーペリア（40㎡）

グッズに
ついて

原材料に含まれる特定原材料等２7品目（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、
カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン）を商品詳細の下に表記しております。ホテルグルメ アレルギー物質の

表示について

〈1枚5,000円分（4枚）〉 

フランク・ロイド・ライト／
万年筆36

インペリアルクラブ会員のスタンダードご宿泊優待料金（室料）で、
東京または大阪のスイートにご宿泊いただけます。

●ご利用の際は、事前にご予約の上、係に本券をご利用の旨お知らせください。
●本券1枚で1室のみご利用いただけます（連泊分も含む）。
●ご宿泊希望日が満室の場合は、別の日にお振り替えいただくようお願いする場合が
ございます。なお、期限の延長はいたしませんので、予めご了承ください。
●チェックインの際に、本券を係にお渡しください。
●本券のご持参なき場合は、ご利用いただけません。
●本券は金券ではありません。また、本券の換金はできません。
●盗難、紛失等、いかなる理由におきましても再発行はできません。

※ご芳名、会員番号が記入された券のみ有効です。

会員ご芳名

会員番号

◎ ご予約・お問い合わせ先
 インペリアルクラブ会員専用 客室予約フリーダイヤル
 〈東京〉0120‐115489
 〈大阪〉0120‐548978

ご利用に際して

※東京はタワー館 スイート（72㎡）、大阪はレギュラーフロア スイート（100㎡）のお部屋をご用意いたします。

●下記期間および特別催事期間中のご利用は除かせていただきます。
〈東京〉 〈大阪〉

2019年12月30日（月）～2020年1月3日（金） 2019年7月25日（木）
2019年12月29日（日）～2020年1月3日（金）
※2019年7月25日（木）のチェックアウトは10：00となります。

P003

インペリアルクラブ ポイントプレゼント2018

（除外日および詳細については裏面をご覧ください。）券番号

600ポイント　スイート アップグレード券

有効期間 2019年6月1日（土）～
 2020年3月10日（火）

P003 オモテ

P003 ウラ

2019/3/18

インペリアルクラブ会員のスタンダードご宿泊優待料金（室料）で、
東京または大阪のインペリアルフロアにご宿泊いただけます。

●ご利用の際は、事前にご予約の上、係に本券をご利用の旨お知らせください。
●本券1枚で1室のみご利用いただけます（連泊分も含む）。
●ご宿泊希望日が満室の場合は、別の日にお振り替えいただくようお願いする場合が
ございます。なお、期限の延長はいたしませんので、予めご了承ください。
●チェックインの際に、本券を係にお渡しください。
●本券のご持参なき場合は、ご利用いただけません。
●本券は金券ではありません。また、本券の換金はできません。
●盗難、紛失等、いかなる理由におきましても再発行はできません。
●下記期間および特別催事期間中のご利用は除かせていただきます。

※ご芳名、会員番号が記入された券のみ有効です。

会員ご芳名

会員番号

◎ ご予約・お問い合わせ先
 インペリアルクラブ会員専用 客室予約フリーダイヤル
 〈東京〉0120‐115489
 〈大阪〉0120‐548978

ご利用に際して

※東京は本館インペリアルフロア デラックス（42㎡）、大阪はスーペリア（30㎡～）のお部屋をご用意いたします。

〈東京〉
2019年12月30日（月）～2020年1月3日（金） 2019年7月25日（木）

2019年12月29日（日）～2020年1月3日（金）
※2019年7月25日（木）のチェックアウトは10：00となります。

〈大阪〉

P001

インペリアルクラブ ポイントプレゼント2018

有効期間 2019年6月1日（土）～
 2020年3月10日（火）
（除外日および詳細については裏面をご覧ください。）券番号

100ポイント　インペリアルフロア アップグレード券

P001 オモテ

P001 ウラ

2019/3/18

600
ポイント

400
ポイント

60
ポイント

60
ポイント

100
ポイント

200
ポイント

23 グルメセット

127×21ｃｍ
※写真はパープルですが、場合によりましては
　色が変更となる可能性がございます。

●ご利用いただけるホテル・店舗は変更となる場合があります。
●テナントレストラン、帝国ホテルプラザ・アーケード
　店舗でのお買物にはご利用いただけません。
●切手、ホテルチェック、ギフト券、リムジンバスチケット等の
　購入にはご利用いただけません。

100
 ポイント

600
ポイント

800
ポイント

1000
 ポイント

2000
 ポイント

5000
 ポイント

400
ポイント

800
ポイント

100
ポイント

200
ポイント

60
ポイント

100
ポイント

２00
ポイント

150
ポイント

300
ポイント

1000
 ポイント

1
ポイント

閉じた状態B6サイズ（19.5×14cm）／ネイビー

29 トラベルポーチ（巾着付）
閉じた状態
20×18×8cm／
ネイビー

開いた状態55cm／ブラウン

35 ショルダーバッグ
26×19×10cm／ブラック
※肩ひも、取手それぞれ外して
　ご使用できます。（2WAY仕様）
※帝国ホテルロゴマークあり。


