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東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）では、クレジットカード「Tokyo Metro To 

Me CARD」（東京メトロ・トゥー・ミー・カード、以下：To Me CARD）の新しい提携サービス

を、平成２３年１０月１日（土）から開始します。 

 

このたび提携を開始するのは、「マツダレンタカー」、「ヒルトン東京」、「ロイヤルパーク

ホテル」、「椿山荘」、「ルミネｔｈｅよしもと」、「神保町花月」、「国立科学博物館」、「Esola

池袋・寿し常」及び「Echika fit 上野・ホリデーアパートメント」です。それぞれの施設等でご

利用内容に応じて割引が受けられます。 

これにより、「To Me CARD」の提携先は２３社８団体となります。提携先が広がり、ますま

す便利な「To Me CARD」をぜひご利用ください。 

 

サービスの詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        の新しい提携サービス  

 

平成２３年１０月１日スタート！！ 
 

 

※券面画像はイメージです。 

※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 

「Tokyo Metro To Me CARD PASMO」 

「To Me CARD PASMO・一般カード」 「To Me CARD PASMO・ゴールドカード」 

提携先が増え、ますます便利に！ 



■新しい提携サービスの詳細 

提携先 サービス内容 

 

 

 
 

 

マツダレンタカー 

 

電話   0120-63-5656 

営業時間 8：00～20：00（月～金） 

（土日祝日及び 12/31～1/3 は 9:00～17:45）  

専用URL  
http://www.mazda-rentacar.co.jp/af/5000106177/ 

 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」でお支払いいただ

くと乗用ワゴン・マイクロバスが３０％割引、その他の車種が

２５％割引でご利用いただけます。 

 

 

【オープニングキャンペーン実施】 

 

期間：１０月１日～１２月１日まで 

内容：全車種 ３０％割引 

 

期間：１０月１日～１０月３１日まで 

内容：ロードスター、ＲＸ－８ ４０％割引 

（関東直営店限定、平日限定） 

 

 
 

ヒルトン東京 

 

丸ノ内線 西新宿駅 C８番口地下直結 

 

住所 新宿区西新宿 6-6-2 

電話 03-3344-5111 

http://www.hilton.co.jp/tokyo 

 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、下記のレストラン・バー・ラウンジのご飲食代が１０％

割引でご利用いただけます。 

 

 

・ル・ペルゴレーズ【フレンチ・ダイニング】２F 

・王朝【中国料理】２F 

・チェッカーズ【ブラセリー】２F 

・武蔵野【日本料理】２F 

・マーブルラウンジ【ロビーラウンジ】１F 

・セント・ジョージ バー【バー】１F 

 

 

 
 

ロイヤルパークホテル 

 

半蔵門線 水天宮前駅 4 番口直結  

日比谷線 人形町駅 A1 番口 5 分  

 

住所 中央区日本橋蛎殻町 2-1-1 

電話 03-3667-1111 

http://www.rph.co.jp 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、下記のレストラン・バー・ラウンジのサービス料（１０％）

が無料でご利用いただけます。 

 

・パラッツオ【フレンチレストラン】２０Ｆ 

・オルフェウス【スカイラウンジ】２０Ｆ 

・すみだ【鉄板焼き】２０Ｆ 

・源氏香【日本料理】５Ｆ 

・シンフォニー【コーヒーショップ】１Ｆ 

・フォンテーヌ【ロビーラウンジ】１Ｆ 

・桂花苑【中国料理】Ｂ１Ｆ 

・ロイヤルスコッツ【メインバー】Ｂ１Ｆ 

 

 
椿山荘 

 

有楽町線 江戸川橋駅 1a番口 10分  

 

住所 文京区関口 2-10-8    

電話 03-3943-5489（予約問合せ） 

http://www.chinzanso.com/ 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、下記のレストランのご飲食代が１０％割引でご利用いた

だけます。 
 

・レストラン カメリア【フランス料理】プラザ棟３F 

・カフェ フォレスタ【カフェ】プラザ棟３F 

・そば処 無茶庵 【日本そば】庭園内 

・石焼懐石処 木春堂 【石焼・茶釜料理】庭園内 

・れすとらん花車（料亭錦水内）【日本料理】 庭園内 

・鮨処 中庵（鮨懐石）庭園内 

別 紙 

 

http://www.mazda-rentacar.co.jp/af/5000106177/
http://www.mazda-rentacar.co.jp/af/5000106177/
http://www.mazda-rentacar.co.jp/af/5000106177/
http://www.hilton.co.jp/tokyo
http://www.rph.co.jp/
http://www.chinzanso.com/


 
ルミネ ｔｈｅ よしもと 

 
丸ノ内線 新宿駅 A9番口 6 分 

副都心線 新宿三丁目駅 E10 番口 2分 

 

住所 新宿区新宿 3-38-2 ルミネ 2 7F 
電話 03-5339-1112 

http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/ 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、以下の料金でご利用いただけます。 

 

         通常料金   割引後料金 

当日の一般料金 ４，５００円→４，０００円 

 

「ルミネ theよしもと」 

吉本興業の劇場。若手を中心に吉本興業のタレントがお笑いライ

ブを公演している。 

  
神保町花月 

 

半蔵門線 神保町駅 A7番口 3分 

 

住所 千代田区神田神保町 1-23  

神保町シアタービル 2Ｆ 

電話 03-3219-0678 

http://www.yoshimoto.co.jp/jimbocho/ 

 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、以下の料金でご利用いただけます。 

 

                通常料金   割引後料金 

芝居公演の当日の一般料金   ２，３００円→２，０００円 

トークライブの当日の一般料金 １，２００円→１，０００円 

落語公演の当日の一般料金   １，５００円→１，０００円 
 

「神保町花月」 

吉本興業の劇場。若手を中心に吉本興業のタレントが芝居公演を

中心にトークライブや落語公演も行っている。 

 
国立科学博物館 

 

銀座線・日比谷線上野駅 7番口徒歩 10 分 

 

住所 台東区上野公園 7-20 

電話 03-5777-8600（ハローダイヤル） 

http://www.kahaku.go.jp/ 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、特別展当日券の入館料割引及び常設展のミュージアムショ

ップの利用が１０％割引でご利用いただけます。（一部対象外

品目あり） 

 

「国立科学博物館」 

生命の誕生から人類の発展にいたる進化、多様な動植物の世界、

科学と技術の歩みなど、自然と科学の面白さが学べる施設です。 

 
「海鮮処 寿し常」（寿司） 

丸ノ内線・有楽町線・副都心線 池袋駅 

（有楽町線改札直結） 

Esola 池袋／７Ｆ 

住所 豊島区西池袋 1-12-1 

電話 03-5952-0400 

http://www.esola-ikebukuro.com/ 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」をご提示いただく

と、お会計総額が５％割引でご利用いただけます。（他クーポ

ン券との併用不可。） 

 

 

 
 
「ホリデーアパートメント」 

（ファッショングッズ、雑貨） 

銀座線・日比谷線 上野駅構内 

Echika fit 上野 

電話 03-3837-2388 
http://www.tokyometro.jp/shop/brand/echika_fit/ueno/index.html 

 

「To Me CARD」または「To Me CARD PASMO」でお支払いいただ

くとお会計総額が５％割引でご利用いただけます。 
 

 

 

■お客様のお問い合わせ先 

東京メトロ お客様センター 

TEL 0120-104106（9:00~20:00 年中無休） 

「To Me CARD」ホームページ http://www.to-me-card.jp/ 

http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/
http://www.yoshimoto.co.jp/jimbocho/
http://www.kahaku.go.jp/
http://www.esola-ikebukuro.com/
http://www.tokyometro.jp/shop/brand/echika_fit/ueno/index.html
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