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赤坂Bizタワー SHOPS & DININGは10周年を迎えました。
特別＆お得なメニュー・アイテムをご用意してご来店をお待ちしております！

10周年記念 豪華お食事券

プレゼントキャンペーン！

PRESENTS
赤坂Bizタワー SHOPS & DININGを
ご利用のお客様に先着でプレゼント!

おかげさまで、赤坂Bizタワー SHOPS & DININGは
10周年を迎えました。10周年の感謝を込めて、
お食事券をプレゼント!

3/6（火）から4/3（火）の期間中、税込1,080円以上のご注文・お買い上げを
いただいた方に、応募用紙を配布いたします。ご応募いただいた方の中から
抽選で10名様に
「お食事券」
が当たります！
赤坂Bizタワー SHOPS & DINING 2F

各店

どちらかお好きな店舗で使える
「10,000円お食事券」
応募期間：2018年4月4日（水）まで
応募箱設置場所

B1F

デリフランス横

1F

アトリウム エレベーターホール

2F

5名様

10

合計

赤坂璃宮 または ざくろ

名様

アトリウム ピアノ横

※ご記入いただいた個人情報・内容は、プレゼントの発送のみに使用し、その他の用途には使用いたしません。
※ご記入もれ・不備がある場合は、抽選の対象外とさせていただくことがございます。※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

住所
〒107-6301 東京都港区赤坂5丁目3番1号
TBS
赤坂ACTシアター
TBS
マイナビ
放送センター BLITZ赤坂

BooBo ブロックメモ
step

3/6（火）
から4/3（火）の期間中に
赤坂Bizタワー SHOPS & DINING内の店舗にて
ご利用または、お買い物!

step

TBSストア
（1F）
にて、ご利用または、お買い物当日の
レシートをご提示いただくと、BooBo ブロックメモを
プレゼント!

1

2

プレゼント期間：2018年4月4日（水）まで

※なくなり次第終了となります。※ご利用、お買い物当日のレシートのみ有効と

なります。※他サービスとの併用はできません。※お一人さま1つ限りとなります。

他にも情報もりだくさん！ホームページはコチラ
https://mitsui-shopping-park.com/urban/akasakabiztower-sd/

アクセス
東京メトロ

ⓒTBS

Bizタワーショップ

小田急線からも直通で便利！

東京メトロ千代田線

「赤坂駅」直結

東京メトロ銀座線・丸ノ内線

「赤坂見附駅」徒歩5分

東京メトロ銀座線・南北線

「溜池山王駅」徒歩6分
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重ね重ねの感謝の気持ち、

メニューに重ねて丁寧に積み重ねました！
！
重ね

こんなに入っ
てます！
1日限定

5食

通常5個盛りのところ、
プラス3個重ねの8個盛り！

ありがとうプライス300円、
好きなだけ重ねてのせて！

盛り盛りソトンボール 1,000円

店内でひとつひとつ丁寧に揚げたイカのすり身団子
「ソトンボール」
。
イカの味を引き立てる塩と胡椒の相性抜群!
［提供時間］月〜金／18：00〜L.O.22：00
土・祝／18：00〜L.O.21：30
日／18：00〜L.O.20：00
シンガポール海南鶏飯／B1F

長い間のご愛顧ありがとう、これからも末永く…
思いの丈をメニューに込めました！

なが〜い

1日限定

10食

中国のお祝い麺料理で、これからも末なが〜く！
叉焼伊府麺（チャーシュー入りイーフーメン）
2,376円（土・日・祝はサービス料10％別途）

油で揚げた麺を金華ハム、鶏、豚を使った二湯スープで煮込んだ汁なし麺。
「窯焼き叉焼」
のほのかな甘みと麺の相性が絶妙!
［提供時間］月〜金／11：30〜L.O.14：30、土・日・祝／11：30〜L.O.21：00
広東名菜 赤坂璃宮／2F

食材を重ね、串ざしに！
これからのヴィラモウラを象徴する一皿
フランセジーニャ 1,500 円

ハム、ベーコン、牛肉を重ねたポルトガル風ホットサンド。
香りまでおいしいチーズ入りトマトソースをたっぷりからめて!
［提供時間］月〜金／17：00〜L.O.22：00
土・日・祝／17：00〜L.O.21：00
※1日限定5食
VILAMOURA／1F

マグロぶつのせ放題 300 円

おちょこに、マグロのぶつ切りをこぼれるまでのせられる!
ビールジョッキほどの高さに積み上げる強者も!
［提供時間］全日／17：00〜なくなり次第終了
※1グループ1オーダーまで ※ぶつがなくなり次第終了
よりぬき魚類 大和屋 半蔵／1F

平日
限定

1日限定

10食

長い間ありがとう＆末永くよろしくの思い、
なが〜いお肉に込めてぐるり！
牛バラ塊肉と青菜の特製ソースかけ 1,490 円
長さ約18cmの牛バラ肉!鶏や豚を使ったスープで約5時間
煮込んだお肉は、箸で簡単に切れるほどやわらか。
［提供時間］月〜金／17：00〜 ※平日限定 ※1日限定10食
DRAGON RED RIVER／1F

厚い感謝の気持ちを熱いうちに伝えたくて

こんなにアツいメニューができました！

1日限定

10食

10周年だけの2枚重ね！
桜色のそばで華やかに

赤坂Bizタワー10周年を祝した、
カラフルタワー！

春の限定 さくらそば2枚重ね 2,376円

チヂミタワー 1,010 円

そばつゆはもちろん、桜塩で味わうとそばの香りが
口いっぱいに。
しめは
「さくらそばようかん」
と塩桜が
漂うそば湯でほっこり。
［提供時間］全日／11：00〜L.O.21：30
東京赤坂 やぶそば／2F

キムチ、海鮮など4種のチヂミを交互にのせて串ざしに。
1枚ずつ食べるもよし、重ねて食べるもよし!

一層一層心を込めて、
10以上の工程を重ね完成した美しい断面！
鰯とほうれん草の重ね焼き 1,512円

※イワシの価格により、提供価格が変動する場合があります。

マリネしたイワシとほうれん草をトマトソースでミルフィーユ状に。
焼き目をつけた外側としっとり仕上げた内側の食感の違いを楽しんで。
［提供時間］月〜金／17：00〜L.O.21：30
土・日・祝／17：00〜L.O.21：00
※入荷状況や品切れにより、提供できない場合があります。
MODERN Catalan SPANISH BIKiNi ／1F

オープン当時からの人気メニュー、
ありがとうの三段重ね！
3段重ねハンバーグステーキ
デミグラスソース 1,680 円

高さ約10cmのハンバーグタワーの間にアボカド、
チェダーチーズ、
トマトの三重奏!ライスまたはパン、
スープ、
ドリンク付き。
［提供時間］全日／11：00〜L.O.14：30
※1日限定10食
P.C.A. Pub Cardinal Akasaka／1F

［提供時間］全日／17：00〜L.O.22：00
※1日限定10食
SMT Tokyo／1F

1日限定

10食

厚い！
厚い感謝を、厚切りの黒毛和牛ステーキに込めて！
赤坂Bizタワー10周年記念 厚切りてり焼ステーキ
4,860 円（サービス料10％別途）

10年前の人気メニューが復活!高さ約4cmのリブロースをコクと甘みのある
醤油ベースの特製タレで焼き上げ、てり焼きに。
［提供時間］全日／11：30〜L.O.14：30、17：00〜L.O.21：00
ざくろ／2F

厚切りのお肉に込められた、10年分のありがとう！
〈極〉牛バラ厚切肉あんかけご飯 1,280 円
約5時間、ほろほろになるまで煮込んだ牛バラ肉。
香り高いアツアツのあんかけが食欲をそそる!
［提供時間］全日／11：00〜L.O.17：00 ※1日限定10食
DRAGON DELI／B1F

数量
限定

1日限定

5食

日頃の感謝を込めて、スパムを通常の倍重ね！
MEGA スパムボウル 1,732円

人気メニューの
「スパムボウル」
のビッグバージョン!
スパムも玉子もたっぷりで食べごたえ十分。
［提供時間］月〜金／14：00〜L.O.22：00、土・日・祝／11：00〜L.O.22：00
※1日限定5食
SALTY SUNNY BONDI CAFE／1F

満を持して、沖縄琉香豚10枚重ね！
10枚重ねの10周年ミルカツ定食 1,200 円

ハーブを加えた飼料で育った沖縄琉香豚は旨みたっぷり!
自家製鹿児島ポン酢でさっぱりと。
［提供時間］月〜金／11：00〜L.O.22：45
土・日・祝／11：00〜L.O.21：15
※数量限定
DO-ZO／B1F

10種のネタに、
これからもよろしくの思いを重ねて、さらに5種！
アニバーサリー丼 1,944円

赤身、中トロ、ウニ、エンガワなど、豪華＆豪快な15種盛り!茶碗蒸し、おわん付き。
［提供時間］月〜土／11：00〜L.O.21：30、日・祝／11：00〜L.O.20：30
※土・日・祝の三連休の際の日曜日はL.O.21：30
※入荷状況により、内容が変わる場合があります。
梅丘寿司の美登利／2F

※写真はイメージです。※表示価格は税込です。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗にお問い合わせください。※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。
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10年目を迎えられたうれしさ、

熟 成肉の旨みのように深くかみしめています！
熟
1日限定

10食

!!

初の牛肉メニュー！
熟成肉を使用した
ステーキ丼がお目見え

1日限定

5食

熟成肉ステーキで10周年に乾杯！

熟成肉のステーキ丼定食 1,490 円

約150gの熟成肉ステーキを丁寧にスライス。
かむほどに広がる赤身肉のおいしさに箸が止まらない!
［提供時間］月〜金／11：00〜L.O.21：30
土・日・祝／11：00〜L.O.20：30 ※1日限定10食
げんまい食堂 SMILE KITCHEN／B1F

限定メニュー

黒毛和牛門崎熟成肉のグリルステーキ 3,024円

約300gの
「門崎熟成肉」
のステーキ。
約6週間熟成させたお肉はやわらかく、旨みが濃い!
［提供時間］月〜金／17：00〜L.O.22：00、土・日・祝／14：30〜L.O.22：00 ※1日限定5食
デリリウムカフェ レゼルブ／1F

10周年だからこそ食べてほしい、
スペシャルなお祝いメニューがずらり！
1日限定

5食

TEA HOUSE初の
紅茶スイーツが登場！

20種以上のハーブとスパイスを漬け込んだ、ほろ苦
ほろ甘なお酒。ソーダで割ればキリッと、さわやか!
［提供時間］月〜金／17：00〜L.O.22：30
土・日・祝／17：00〜L.O.22：00
espressamente illy／B1F

Acai Bowl Big Size 1,080 円

外はこんがり、中はしっとり。フレッシュな苺の彩りと
香り高いセイロンのおいしい組み合わせ!
［提供時間］全日／11：00〜L.O.22：30
Aoyama Flower Market TEA HOUSE／1F

10杯

コントラットビター ソーダ割り
通常価格500 円⇒10周年特別価格300 円

人気メニューのビッグサイズが登場！

苺のティーフレンチトースト 1,080 円

1日限定

イタリア発のお酒、日本初上陸！

「スーパーフルーツ」
として知られるアサイーをたっぷり使用。
サラダ代わりに、朝食やランチにいかが？
［提供時間］月〜金／11：00〜L.O.22：00、土・日・祝／9：00〜L.O.22：00
※1日限定5食
SALTY SUNNY BONDI CAFE／1F

・・
・・
めでたい10周年、豪快に祝いたい！

赤坂店限定販売！
フルーツスムージー＆ホイップ入りあんぱん

真鯛のアルサーレ（塩釜焼き） 2,160 円

❶10種のフルーツミックススムージー 490 円

マダイを一匹まるごと使用。
ハーブと塩で素材のおいしさを堪能!

10周年にちなんで、フルーツを10種使用！
その場でミックスするから、フレッシュでおいしい!

［提供時間］
〈grigio la tavola〉
月〜土／17：00〜L.O.22：30
日・祝／17：00〜L.O.21：30

［提供時間］全日／7：30〜なくなり次第終了 ※1日限定10杯

❷赤坂あんぱん（小倉＆ホイップ） 200 円

❷

❶

甘みをおさえた小倉あんにホイップのほどよい甘さがベストマッチ。
［提供時間］全日／10：00〜なくなり次第終了
デリフランス／B1F

〈b＆r〉
月〜土／17：00〜L.O.22：30
日・祝／17：00〜L.O.21：30
grigio la tavola／b＆ｒ／1F

プレゼント！

税込1,000円以上お買い上げのお客様に紅茶のティーバッグをプレゼント！

・・・
・・
「いわい鶏」で10周年をお祝い！

3月6日
（火）
〜12日
（月）
までの期間中、税込1,000円以上お買い上げの各日先着20名様に、
「トワイニング ティーバッグ
（10個入り）
」
をプレゼント!

いわい鶏のエスペターダ 1,700 円

選べるビール＆
ソフトシェルクラブのセットが
1,000円ポッキリ！

ニンニク、ローリエでマリネした
「いわい鶏」
を剣ごと提供!
見た目のインパクト、おいしさともに◎!
［提供時間］月〜金／17：00〜L.O.22：00
土・日・祝／17：00〜L.O.21：00
VILAMOURA／1F

10周年記念セット 1,000円

ビールは
「タイガー」
「タイワン」
「ハートランド」
の3種から選んで。
通常注文より200円以上もお得!
［提供時間］月〜金／18：00〜L.O.22：00
土・祝／18：00〜L.O.21：30
日／18：00〜L.O.20：00
※入荷状況により、提供数が変わる場合があります。
シンガポール海南鶏飯／B1F

うちのたまご史上、
もっともプレミアムな バリ特上 ！

春の食材を使った
選べるメイン＆パスタが魅力！

バリ特上親子丼 1,050 円

たまごの味がしっかりと感じられるつゆだく親子丼!
キモ入りで食感の違いが楽しい!
［提供時間］全日／8：00〜L.O.20：40
※店内のみの提供
赤坂うまや うちのたまご直売所／B1F

これか
らも
よろし
くね

う
ありがと
!!

赤坂Bizタワー10周年記念 ペアで10,000円コース
10,000 円（お一人様5,000円 サービス料10％別途）

!!

メインは
「魚貝のマリナーラ 白ワイン風味」
または
「認定山形豚
ロースのカツレツ 春野菜添え」から選んで。パスタはオイル系
またはクリーム系から選べるので、2人でシェアしてもOK!
［提供時間］月〜金／11：30〜L.O.14：30、17：00〜L.O.21：00
土・日・祝／11：30〜L.O.15：00、17：00〜L.O.21：00
※2名様〜 ※全5品＋コーヒー
グラナータ／2F

