
※写真はイメージです。 ※特典内容は予告無く変更となる場合がございます。 ※他のサービスとの併用は出来ません。 ※店舗により提示時機が異なります。詳しくは店舗にご確認ください。 ※記載金額は一部を除き、税込です。

注文時 注文時にご提示 会計時 会計時にご提示 予約時 予約時にご提示22:00以降ご入店いただける飲食店舗、22:00までお買い物可能な物販店舗（曜日により異なる）遅くまで営業

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING 特典サービス

【ランチ】11：00～14：30（L.O.14：30）【ティー】14：30～17：00（L.O.17：00）
【ディナー】17：00～22：30（L.O.22：30）【バー】22：30～28：00（L.O.27：30）
※日・祝は23：00まで（L.O.22：30）

10％OFF ※ランチタイム利用不可
注文時

遅くまで営業
1F P.C.A. Pub Cardinal Akasaka

［ガストロダイニング＆バー］

【月～土】11：00～23：30（L.O.22：30）
【日・祝】11：00～22：30（L.O.21：30）

乾杯ドリンクサービス
（スパークリングワインまたはノンアルコールカクテル）

注文時

遅くまで営業
1F grigio la tavola

［カジュアルイタリアン］

【全日】11：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）

ランチ（11：00～14：00）ご利用で
お会計より10％OFF
※お食事のご利用に限ります。※平日限定 注文時

Aoyama Flower Market TEA HOUSE
［Cafe］ 遅くまで営業

1F

【月・火・日・祝】11：00～23：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.22：30）
【水～土・祝前日】11：00～24：00（フードL.O.22：00、ドリンクL.O.23：30）

アルコール類全品最初の１杯に限り
200円引き

注文時

遅くまで営業
1F デリリウムカフェ レゼルブ

［ベルギービール］

【月～金】11：00～16：00（L.O.15：00）／17：00～23：00（L.O.22：00）
【土・日・祝】11：00～23：00（L.O.22：00）

ソムリエ厳選のおすすめワインまたはスパークリングワイン、
生ビール、ソフトドリンクなど乾杯ドリンク1杯サービス
※お1人様食事1品とサービスドリンク以外の
　ドリンク注文をお願いします。 注文時

MODERN Catalan SPANISH “BIKiNi”
［スペイン カタルニア料理］

1F

【全日】11：00～23：00（L.O.22：00）

①ランチタイム お会計から10％OFF
②ディナータイム お会計から10％OFF

注文時

遅くまで営業
1F SMT Tokyo

［韓国料理］

【月～金】11：00～23：00（L.O.22：00）
【土・日・祝】9：00～23：00（L.O.22：00）

お食事の方ドリンク1杯50円引き
注文時

SALTY SUNNY BONDI CAFE
［カフェレストラン］

1F

※写真はイメージです。

【月～金】11：30～14：30（L.O.）／17：00～22：00（L.O.）
【土・日・祝】11：30～16：00（L.O.）／16：00～21：00（L.O.）

お食事の方はお会計より8％OFF
（但し、ディナータイムのみ、テイクアウト・お土産不可）

注文時

2F 広東名菜 赤坂璃宮
［中国料理］

【月～土】11：00～22：00（L.O.21：30）
【日・祝】11：00～21：00（L.O.20：30）
※土・日・祝の3連休の際の日曜日は11：00～22：00（L.O.21：30）

店長おすすめにぎり1貫サービス
※日替わりで内容に変更がございます

注文時

2F 梅丘寿司の美登利
［寿司］

【月～金】11：00～23：00（L.O.22：00）
【土・日・祝】11：00～22：00（L.O.21：00）

お食事の方に小鉢サービス
注文時

1F よりぬき魚類 大和屋 半蔵
［居酒屋］

【全日】11：00～23：00（L.O.22：00）

お食事の方ドリンク1杯100円引き
注文時

1F 梅梅
［中国料理］

【全日】11：30～15：00（L.O.14：30）／17：00～22：00（L.O.21：00）

ディナータイムにお食事のお客様に限り、
5%OFF

注文時

2F ざくろ
［日本料理 しゃぶしゃぶ］

【月～金】11：30～15：30（L.O.14：30）／17：00～22：00（L.O.21：00）
【土・日・祝】11：30～16：00（L.O.15：00）／17：00～22：00（L.O.21：00）
※全日14：00～17：00 店内一部で喫茶利用可

ディナータイムにお食事のお客様に限り、
5%OFF

注文時

2F グラナータ
［イタリア料理］

【全日】7：00～21：00

毎月20日先着30名様に、
旬のコーヒー豆（20ｇ）プレゼント

注文時

2F スターバックス コーヒー
［スペシャルティ コーヒー］

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。
※店舗によりご提示時機が異なります。詳しくは店舗にご確認ください。
※本冊子はクーポンとしてご利用できませんのでご注意ください。

※他のサービスとの併用は不可とさせていただきます。

社員証またはセキュリティカード、サイト特典ページをご提示ください。
赤坂Bizタワー入居者さま（オフィスワーカー・その他従業員）

入館証をご提示ください。
入館証をお持ちの方

TBSグループ従業員さま

TBSであることを伝え、社員証または利用証をご提示ください。
※TBS放送センター入構証（有効期限が記載されているもの）は原則ご利用いただけません。

WORKER
赤坂
Bizタワー SHOPS & DINING

特典サービス
有効期限 2020/3/31 まで



赤坂Bizタワー 
SHOPS & DINING

【  住　所  】 
〒107-6301 
東京都港区赤坂 5-3-1

【アクセス】 
東京メトロ千代田線
「赤坂駅」１･3a･3b 出口直結

【営業時間】
［ファッション・物販・サービス］
11:00～21:00
［飲食］
11:00～23:30
※店舗により異なります。
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赤坂Bizタワー
SHOPS & DINING

グルメ・ショッピングの最新情報盛りだくさん！
お店の詳しい情報はコチラ！

掲載されている対象店舗にて、
社員証、セキュリティーカード、
QRコード入館証等を
スタッフまでご提示ください。
お得なサービスが受けられます。

掲載店舗にてご入会いただけます。 
※スターバックス コーヒー・セブン-イレブンは除く

三井ショッピングパークポイントカード
〈クレジット機能なしポイントカード〉

100円（税抜）で
1ポイント

三井ショッピングパークカード《セゾン》
〈クレジット機能付きポイントカード〉

100円（税抜）で
2ポイント
クレジット支払い

カード会員様限定の各ショップでのご優待など、
おトクな特典がいっぱい！

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/

三井ショッピングパークポイント

全国のららぽーと・三井アウトレットパークで
ポイントが貯まる！ 使える！

※ポイントは、お買上げ総額を標準税率で割戻し計算した金額を基準に付与いたします。軽減税率対象商品を含むお会計につき
ましても、お会計総額から標準税率で割戻し計算した金額分のポイント付与となりますのであらかじめご了承ください。※ポイン
ト付与方法につきましては、三井ショッピグパーク会員規約第4条第2項1号および2号をご参照ください。

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING 特典サービス

※写真はイメージです。 ※特典内容は予告無く変更となる場合がございます。 ※他のサービスとの併用は出来ません。 ※店舗により提示時機が異なります。詳しくは店舗にご確認ください。 ※記載金額は一部を除き、税込です。

注文時 注文時にご提示 会計時 会計時にご提示 予約時 予約時にご提示22:00以降ご入店いただける飲食店舗、22:00までお買い物可能な物販店舗（曜日により異なる）遅くまで営業

【月～金】11：00～23：30（L.O.23：00）
【土・日・祝】11：00～22：00（L.O.21：30）

①乾杯ドリンクが100円
②特別コースのご提供（お一人様3,500円、3時間飲み放題付き）
③ランチドリンクバー サービス 注文時

遅くまで営業
B1 DO-ZO

［和ダイニング］

【月～金】11：00～23：00（L.O.22：30）【土・祝】11：00～22：30（L.O.22：00）
【日】11：00～21：00（L.O.20：30）

お食事の方にウーロン茶1杯サービス
注文時

遅くまで営業
B1 シンガポール海南鶏飯

［シンガポール料理］

【月～金】 11：00～22：00（L.O.21：30）
【土・日・祝】11：00～20：00（L.O.19：30）

トッピングサービス
※終日利用可能です ※写真の商品はお野菜たっぷり和だし麺（756円）です
※海老ワンタン・温泉たまご・サラダチキン・チーズ・スーパーフードの中から
　お好きなトッピング1品をご注文時にお選び下さい 注文時

B1 dashi+
［和食］

【全日】11：00～21：00（L.O.20：15）

お一人様 お弁当1個お買い上げにつき、
50円引き

注文時

B1 げんまい食堂 SMILE KITCHEN
［和定食］

【月～金】 10：00～22：00
【土・日・祝】11：00～20：00

お買い上げ金額10%OFF
会計時

遅くまで営業
B1 銀座ウエスト

［スウィーツ］

【月～金】11：00～21：00　【土・日・祝】11：00～20：00
＜ご予約＞［Mail］info@pdstudio.jp ［URL］http://www.pdstudio.jp

顔力マッサージ 8,800円→6,600円
※事前予約制 ご希望にそえない場合あり
※予約時に特典利用の旨をお伝えください

予約時

2F
仲通り

PDS パーソナルデザインスタジオ
［パーソナルサロン］

【月～金】7：00～23：00（L.O.22：30）
【土・日・祝】7：00～22：30（L.O.22：00）

10％OFF
注文時

遅くまで営業
B1 espressamente illy

［イタリアンスタイルバール］

【月～金】11：00～21：00
【土・日・祝】11：00～20：00

お買い上げ金額5％OFF
※メガネ、サングラス、パッケージ商品をお買い上げの方が対象
　（レンズ交換、メガネ雑貨は対象外）
※セール品除く ※その他の割引キャンペーンとの併用不可 会計時

B1 Zoff
［メガネ］

【全日】10：00～23：00

本・文具の購入5％OFF
レンタル10%OFF

会計時

遅くまで営業
B1 TSUTAYA

［CD／DVD／コミックレンタル・販売、BOOK販売］

【月～金】10：00～21：00
【土・日・祝】11：00～20：00

ポイント3倍
会計時

B1 マツモトキヨシ
［ドラッグストア］

【月～金】11：00～22：00
【土・日・祝】10：00～21：00

10％OFF
※ご優待は1回限り（リーフレットに押印します）
※セール品除く

会計時

遅くまで営業

1F
仲通り

ITS'DEMO
［ファッションバラエティセレクトショップ］

【月～金】11：00～21：00
【土・日・祝】11：00～20：00

メンバーズポイント10%還元
会計時

1F
仲通り

COMPLETE WORKS Tokyo
［メンズ雑貨］

【全日】11：00～21：00

10％OFF ※セール品除く
会計時

1F
仲通り

passage mignon
［ファッション雑貨］

【月～金】11：00～21：00
【土・日・祝】11：00～20：00

TBSグッズお買い上げの方に
非売品TBSグッズプレゼント ※お1人様1回のみ
TBS従業員の方10％OFF 会計時

1F
仲通り

TBSストア
［雑貨］


