
レストラン営業時間について 

（3 月 16 日更新） 

レストランの営業時間を 2023 年 2 月 1 日より下記の通りといたします。 

皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げております。 

 

【本 舘】 プルニエ、八千代、ユニオンクラブ、グリルロッシニ、會のディナータイムは 

当面の間、前日 6:00 pm までの完全ご予約制とさせていただきます。 

フロア 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

2F プルニエ 月曜日 

(月曜日が祝祭日の場合は、 

翌、火曜日定休) 

ランチ   11:30 am ～  2:30 pm 

ディナー   5:30 pm ～ 10:00 pm 

予約制 

八千代 火曜日 

(火曜日が祝祭日の場合は、営業) 

ランチ   11:30 am ～  2:30 pm 

ディナー   5:30 pm ～ 10:00 pm 

予約制 

会員制ユニオンクラブ 土・日・祝祭日 11:30 am ～ 10:00 pm 予約制 

1F グリルロッシニ 水曜日 

(水曜日が祝祭日の場合は、営業) 

ランチ   11:30 am ～  2:30 pm 

ディナー   5:30 pm ～ 10:00 pm 

予約制 

ロッシニテラス 定休日なし 平日          11:30 am ～ 10:00 pm   

土・日・祝祭日 11:00 am ～ 10:00 pm 

フリー可 

メインバー 土・日・祝祭日 ランチ   11:30 am ～  2:00 pm 

ディナー   4:00 pm ～ 10:00 pm 

フリー可 

スイーツ＆ギフト 定休日なし 平日       10:00 am ～ 7:00 pm  

土・日・祝祭日 11:00 am ～ 7:00 pm 

 ― 

B1F 會（鉄板焼き） 定休日なし ランチ   11:30 am ～  2:30 pm 

ディナー   5:30 pm ～ 10:00 pm 

予約制 



※なお、本舘出入口の開閉時間は下記の通りとなります。 

       1F 正面玄関・東京商工会議所側・丸の内仲通り側・地下 1 階  出入口 

平  日   ：10：00 am～ 営業終了まで 開錠 

土・日・祝祭日： 8：30 am～ 営業終了まで 開錠 

 

 

 

 

【如水会館】 ジュピターのディナータイムは当面の間、前日 6:00 pm までの完全ご予約制とさせていただきます。 

（橋畔亭は平日昼を除きご予約制です。） 

 

 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

 ジュピター 定休日なし ランチ   11:30 am ～  3:30 pm 

ディナー   5:00 pm ～ 9:30 pm 

※日・祝祭日 要予約 

予約制 

マーキュリー 定休日なし 11:00 am ～ 10:00 pm 

 

フリー可 

橋畔亭 定休日なし ランチ   11:30 am ～ 3:00 pm   

ディナー   5:00 pm ～ 10:00 pm   

※土・日・祝祭日 要予約 

予約制 

    

 

 

 

 

 



【大手町 LEVEL XXI 東京會舘】 ベラージュ、東苑、バー・ラウンジのディナータイムは 

当面の間、当日 3:00 pm までの完全ご予約制とさせていただきます。 

 

 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

 ベラージュ 土・日・祝祭日 ランチ  11:30 am ～  3:00 pm 

ディナー   5:00 pm ～ 10:00 pm 

予約制 

東 苑 土・日・祝祭日 ランチ  11:30 am ～  3:00 pm 

ディナー   5:00 pm ～ 10:00 pm  

予約制 

バー・ラウンジ 土・日・祝祭日 11:00 am ～ 10:00 pm   予約制 

 

 

【日本橋三越本店 特別食堂 日本橋】 

 

 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

 特別食堂 日本橋 定休日なし 11:00 am ～7:00 pm フリー可 

 

 

【銀座スカイラウンジ】 

 

 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

 銀座スカイラウンジ 定休日なし 11:30 am ～9:00 pm フリー可 

 

 

 

 



【東京會舘 Drape（ドレープ）】 ※2023 年 3 月 16 日グランドオープン 

 

 店舗名 定休日 営業時間 ディナー 

 Drape【ドレープ】 定休日なし 平日・土・祝祭日     11:00 am ～ 10:00 pm   

日          11:00 am ～  9:00 pm 

フリー可 

 

 

 

※ラストオーダータイムは各店舗へお問い合わせください。  


