
新しい門出に、新しい出会い。美味しい！と笑顔になれる素敵な時間をすごすなら。

送迎会
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SPRING
PARTY PLAN 2023

120分（30分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
1F TEL.03-5545-7730デリリウムカフェ レゼルブ

ズワイガニ・いくら前菜と、黒毛和牛"山形牛"グリル&ラザニア ベルギークラフトビア
歓送迎会コース  5,500円
国産黒毛"山形和牛"、低温ローストチキングリル盛り合わせ・ズワイガニいくらの季節野菜のサラダなど全10品
【利用可能時間】全日11：30～最終退店時刻23：00 ※注意事項などは店舗へお問合せください。

150分（30分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
B1F TEL.03-5545-6873DO-ZO

歓送迎会 華会食  4,500円
旬魚3種盛り合わせ・天ぷら・沖縄県産琉香豚の焼き物など全7皿
【利用可能時間】全日11：30～23：00（滞在2.5時間まで）

SPECIAL
飲み放題プランに

スパークリングワインをボトルサービス

120分（90分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
1F TEL.03-5545-6885grigio la tavola

スタンダードプラン  5,500円
旬の食材を使ったアペタイザー・選べる本日のパスタ・メイン・本日のドルチェなど全7品
【利用可能時間】全日11：00～21：00（滞在2時間まで）

90分（15分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 4名様～
2F TEL.03-5570-9323広東名菜 赤坂璃宮

赤坂璃宮歓送迎会プラン  15,000円
焼き物前菜・フカヒレの姿煮・北京ダック・海老のチリソースなど 全7皿
【利用可能時間】月～土 最終入店 昼12：30、夜19：30／日・祝 最終入店 夜18：30まで（滞在2時間まで）

別途+4,400円（税込み別途サービス料10％）120分（30分前L.O.）飲み放題＜ディナータイムのみ＞

ご予約 前日までに要予約 2名様～

2F TEL.03-3582-3241グラナータ

マンスリーコース  6,050円（別途サービス料10％）
お肉or魚介料理を選べるメインや季節の食材を用いた月毎に変わるコース全7品
【利用可能時間】月～金11：00～L.O.14：30／17：00～L.O.21：00、土・日・祝11：00～L.O.15：00／17：00～L.O.21：00

（飲み放題ご利用の場合は滞在2時間まで）

ご予約 3日前までに要予約 2名様～
1F TEL.03-6426-5011赤坂 富貴貫

会席膳 月コース  10,000円
うな重又はひつまぶしを含む鰻を満喫できる、鰻専門店ならではのコース料理全6品
【利用可能時間】全日17：00～L.O.20：00

店内・個室をぐるっとWEBで下見できちゃいます!
気になるお店をコチラからチェック！ ▶▶▶▶▶▶▶

※写真はイメージです※掲載価格は消費税を含んだ総額表示となっております。※入荷状況により、内容が一部変更になることがあります。※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店の際は各店舗にお問い合わせください。

4月1日（土）各種特典がリニューアル! WORKER
特典サービス

TBS赤坂ACTシアター
半券サービス

ワーカー特典、TBS赤坂ACTシアター 半券サービスがリニューアル!
お得なサービスがたくさん!サービスの詳細はQRコードから!
※リンク先の特典内容は4月1日（土）に切り替わります。

akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION

日本を代表する最強のファーストフード!
名店東京大塚ぼんごで受け継いだ直伝の具材と、最高級の古式精米法米で作られた迫
力のおにぎり。ふんわりと口の中でほどけるような食感。お米の香りと甘味、おにぎりの
ために仕込まれた具材は口に入れた瞬間、日本一のおにぎり体験を提供いたします。
ごはんは、小麦などの粉からできているパンや麺類と違って、粒のままで摂取するため、
パンや麺類より、ゆっくりと消化・吸収されていきます。そのため、ごはんは太りにくく、
健康によい食べ物だといえるそうです。また、ごはんに含まれるブドウ糖は脳の唯一の
エネルギー源であり、日中の『やる気度』が高まり、仕事も充実!テイクアウトで家事も
効率化!

出来上がりまでに３日間!ま
ろやかな卵黄と醤油漬けの
アクセントがお米と混ざり合
うと、最高級の卵かけご飯を
食べているような感覚に!
当店でも大人気の具材で
す。トッピングに肉そぼろが
オススメ!

卵黄の醤油漬
396円

����.��� ��������������（予定）
赤坂Bizタワーに、注目店舗が新たにオープン！
行列のできる有名店が監修したおにぎり屋さんが地下1階に登場します。
ランチに、テイクアウトに、とびきりのおにぎりはいかが？

おにぎり こんが ［和食］ ／　B1F
[営業時間］全日／7：00～21：00（L.O.20：30）　TEL.03-6441-2624

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』大人気キャスト、フォトスポット展示中!
2F 展示スペース ※終了日は確定次第施設HPにてご案内いたします。場 所

魔法がいま、現実になる。
舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ロングラン上演中！

TBS赤坂ACTシアター会 場

公式HPはこちら！
TBSチケットにて好評販売中！

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

サラダビュッフェ ランチ再開!
デリリウムカフェレゼルブより毎日仕込んだフ
レッシュなサラダビュッフェをお届けします!
常時8種類(最大12種)のトッピングでお好みの
サラダをお楽しみください。サラダビュッフェ
のみのご注文も可能です。
サラダビュッフェ 1,100円～

デリリウムカフェ レゼルブ1F

オンライン会議、あなたはどう見えてる？
コロナ禍でオンライン会議、リモートワークにより見せ方、見え方が大きく変化しました。
ビジネススーツを身に着ける機会も年数回、スピーチやプレゼンテーションにおいてはリ
アルとは見られ方が大きく変わったことは誰もが感じているのではないでしょうか。
今の時代の見せ方をパーソナルデザインという視点で指南するサービスが赤坂サカスに
あります。髪形、眉、表情、身振り手振り、ファッションをトータルに、あなたらしい個性を際
立たせてみませんか？まずは、今現在の印象分析からスタートです。あなたの眠っている
潜在的魅力を引き出します。 

＊ベーシックコース（印象分析・ヘアデザインカット・眉デザイン・服装・表現アドバイス）
＊スタンダードコース（ベーシックコース＆ファッションスタイリング）
＊ビジネスコース（スタンダードコース＆プレゼンテーショントレーニング） 

2F
※完全予約制  Mail／info@pdstudio.jp　URL／http://www.pdstudio.jp

PDS パーソナルデザインスタジオ
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歓送迎会
はちみつフェア
TBS赤坂みつばちプロジェクト

桜MENU&ITEM

心はずむ季節!
桜ピンクのメニューやアイテムで
春をめいっぱい楽しもう!

3月2日（木）～4月6日（木）
開催期間

17:00～/17:30～/18:00～/18:30～
19:00～/19:30～/20:00～/20:30～
21:00～/21:30～ ※各回 約10分を予定

音と光の演出

赤坂サクライルミネーション ～春うたで夜空を桜色に染める～
赤坂Bizタワー 仲通りが桜色に染まります！
赤坂の夜空が桜ピンクに染まる期間限定イルミネーションを開催!
思わずくちずさんでしまう春の名曲に合わせて、ピンク色のイルミネー
ションが桜吹雪のように輝き、幻想的な空間を演出します!さくら坂の桜
並木とともに、桜ピンクの赤坂で春の夜を楽しんでみませんか？
※画像はイメージです。※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

桜を見ながらお食事・ティータイム！
桜並木やサクライルミネーションが見える席でお花見!
赤坂BizタワーでSacas坂の桜や、赤坂Bizタワー仲通りのサクライルミ
ネーションを眺めながらお食事、ティータイムができるお店をご紹介!
春の心地よいテラス席や、レストランのゆったりできる桜が見える席で、
お食事をしながら素敵な時間をお過ごしください!

桜・サクライルミネーションの見える席があるお店

桜の見える席

2F

桜の見える席

2F

サクライルミの見える席

2F

桜の見える席

2F

サクライルミの見える席

2F

サクライルミの見える席

1F

サクライルミの見える席

1F

桜の見える席
サクライルミの見える席

1F

桜の見える席
確約プランも!

アクセス

住所

〒107-6301 東京都港区赤坂5丁目3番1号

東京メトロ

東京メトロ千代田線
東京メトロ銀座線・丸ノ内線

東京メトロ銀座線・南北線

「赤坂駅」 直結
「赤坂見附駅」 徒歩5分

　「溜池山王駅」 徒歩6分

小田急線からも直通で便利！

赤
坂
見
附
駅

溜池山王駅
赤坂駅

外
堀
通
り

赤坂通り

赤坂サカス

赤坂Bizタワー
SHOPS & DINING

T
B
S

放
送
セ
ン
タ
ー

TBS赤坂ACTシアター
他にも情報もりだくさん！ホームページはコチラ

Bizタワーショップ

http://mitsui-shopping-park.com/urban/akasakabiztower-sd/

赤坂BizタワーSHOPS & DININGは
SDGsに取り組んでいます。



ロジャーグラート
カバ ロゼ・ブリュット
ブラックラベル
1,000円

MODERN Catalan SPANISH
"BIKiNi"［1F］

辛口でフレッシュな酸味と赤いフルー
ツの豊かな果実味が広がる、切れ味の
よい春にピッタリのピンク色のカヴァ!

桜海老と春野菜のペペロンチーノ
平日＜ランチタイム＞1,200～1,500円（ランチのセットで値段が異なります。）
＜ディナー 17：00～＞1,600円

土・日・祝＜11：00～21：00＞1,600円

il Cardinale PIZZERIA CON CUCINA［1F］

桜海老の香ばしさと春野菜のほのかな甘みがとても良く合い
ます!スパークリングワインや白ワインとの相性も良いのでぜ
ひ一緒に味わってみてください!

桜のタルト  238円

銀座ウエスト［B1F］

アーモンドプードルの生地に軽く塩漬けした国産八重桜の花と桜の若葉の風味を加えました。
3月17日～期間限定、数量限定販売。無くなり次第終了。

Pink Flower Bouquet
2,200円

青山フラワーマーケット［1F］

春におすすめする、スイートピーや桜など
ピンク色のお花をブーケにしました。
お部屋がパッと明るく華やぎます!
※花材は入荷状況により異なります。

春爛漫 桜ちらし
1,650円

梅丘寿司の美登利［2F］

春の食材を使った彩り豊かなちらし寿司。
味も食感もバリエーションが楽しめます。
茶碗蒸し・味噌汁付き。

春の松華堂弁当  750円

げんまい食堂 SMILE KITCHEN［B1F］

春野菜を使用し、お肉やお魚をいれたバランスの取れたお弁当です!
平日ランチのみの販売となります。

イタリア シチリア州 ロゼワイン
"プラネタ ロゼ"
グラス／1,100円
デカンタ／4,180円
ボトル／6,270円

グラナータ［2F］

イタリアを代表する世界的ワイナリー、プ
ラネタ社のロゼワイン。淡いピンク色が美
しい、フレッシュでフルーティーな飲み心
地の良い辛口ワインです。

❶

❷

❶桜あんぱん  220円
❷桜餅風パイ  190円

デリフランス［B1F］

❶ふんわりとした桜色の菓子パン生地に、国産桜葉の
塩漬け入り桜あんを包みました。❷サクサクとしたパイ
生地に、桜あんと求肥風フィリングを包み、苺顆粒を
トッピング!

桜パフェ  935円

Aoyama Flower Market
TEA HOUSE［1F］

桜の香りが春らしい、花びら入りのゼリーが
入ったパフェ。桜をイメージしたお花屋さん
ならではのスイーツです。
※4月2日までの期間限定。

Boonaぬいぐるみ
2,200円

TBS THE MARKET［1F］

ピンクといえば!おてんばで
元気いっぱいだけど、ちょっと
人見知りなTBSキャラクター
「Boona」のぬいぐるみです。

桜そば御膳  2,530円

東京赤坂 やぶそば［2F］

桜の香りが広がる淡いピンクの変わりそば。お蕎麦と天ぷらは、そばつゆはもちろん、桜塩でも味わえます。
桜そば羊羹と、桜塩を浮かべたそば湯で桜づくしの春を満喫できます。

白焼とロゼスパークリングワインのペアセット  7,000円

赤坂 富貴貫［1F］

ふっくら焼き上げた香ばしい白焼きの上に、ピリッと爽やかな香りの花椒の葉とキャビアを乗せた一品。
少し甘めのロゼスパークリングワインとのマリアージュをお楽しみください。

MENU&ITEM
SAKURA COLOR AKASAKA Biz TOWER SHOPS & DINING

3.8.Wed.-4.30.Sun.

心はずむ季節!桜ピンクのメニューやアイテムで春をめいっぱい楽しもう！

TBS赤坂みつばちプロジェクト

はちみつフェア
はちみつが
なくなり次第
終了

3
（水）
8

「環境にやさしい街」を目指す赤坂では、2011年から「TBS赤坂みつばちプロジェクト」を推進中!
2011年からTBS 8階屋上で行っている都市養蜂プロジェクト。

約10万匹のみつばちが集めた香り高いはちみつを味わってください。

この時期だけの限定はちみつメニューが登場！
「TBS赤坂みつばちプロジェクト」で採取したはちみつを使用！

ホットレモネード
店内 440円

espressamente illy
B1F

たっぷりのはちみつとシチリア産のレモ
ン果汁をあわせた甘酸っぱいレモネー
ド。二層になっているので、かき混ぜて
お好みの甘さに!

自家製フレンチトースト
5pieces 825円／3pieces 715円

Aoyama Flower Market
TEA HOUSE

1F

外はカリっと、中はふわトロ、TEA 
HOUSEの自慢のフレンチトースト。
ご注文をいただいてから、じっくり焼き
上げます。はちみつをたっぷりかけて!

TBS赤坂
みつばちプロジェクト
instagramはこちら！

※はちみつは、満１歳未満の乳児には食べさせないようにお願いいたします。
※写真はイメージです※掲載価格は消費税を含んだ総額表示となっております。※入荷状況により、内容が一部変更になることがあります。※売り切れの場合はご容赦ください。※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店の際は各店舗にお問い合わせください。

協力／TBS総務局CSR推進部

自家製ポルケッタ
りんごと粒マスタードはちみつのソース

アールグレイ風味
1,780円

デリリウムカフェ レゼルブ
1F

ハーブと一緒にしっとりと柔らかくロー
ストした豚肉に、相性のいいはちみつと
粒マスタードのソースを添えて。アール
グレイの茶葉がほのかに香ります!
※ディナータイムのみ提供／17：00～

鴨フィレ肉のロースト
はちみつビネガーソース

2,400円

MODERN Catalan SPANISH
"BIKiNi"
1F

じっくり火を入れたジューシーで柔らか
な鴨フィレ肉に、甘酸っぱいはちみつ
ソースを合わせた一皿。季節野菜で旬
も一緒に味わって!
※ディナータイムのみ提供／17：00～

吉田牧場
カチョカバッロチーズのグリル

赤坂ハチミツ添え
1,760円

グラナータ
2F

岡山県吉田牧場で作られたカチョカ
バッロチーズ。とろ～りととろけたアツ
アツチーズに、ハチミツをかけて!塩み
と甘みのマッチがたまりません。

クアトロフォルマッジ
1,500円

il Cardinale
PIZZERIA CON CUCINA

1F

4種のチーズの異なる旨味と塩味の
ハーモニーに、はちみつのフルーティな
甘味と香りをプラス。一度食べたらクセ
になる美味しさです!
※月～金／14：30～L.O.21:30
土日祝／11：00～L.O.21：00


