赤坂Bizタワー SHOPS & DINING

Acc ess G u i d e

赤坂

赤坂 駅

国際新赤坂ビル
西館

千代田線

「赤坂駅」より直結
「赤坂見附駅」より徒歩5分
「溜池山王駅」より徒歩6分

イベント開催時は駐車場が大変混み合いますので、
公共交通機関でご来場いただきますよう、お願い申しあげます。

AKASAKA
OBENTO

駐車場のご案内［B3Fのみ］
＜営業時間＞6：00〜24：00

＜駐車料金＞30分毎に300円（税込）
＜サービス＞ ご利用金額に応じて駐車料金サービスがございます。ご利用
時に駐車券をご提示の上、サービス券をお受け取りください。
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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

※24：00以降に入出庫はできません。※24：00〜6：00間も課金されます。
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赤坂サカス

交通のご案内

3,000円以上5,000円未満（税込）

最大１時間無料

5,000円以上（税込）

最大２時間無料

※複数店舗での合算は不可となります。

＜利用方法＞駐車場入口の発券機で駐車券を受け取り、駐車場ロビーの
事前精算機、
もしくは、出庫の際に自動精算機でご精算ください。
※バイク駐輪場はご用意いたしておりません。

飲食店以外での飲食はご遠慮ください。

盲導犬・介助犬・聴導犬以外のペットのご同伴はご遠慮ください。

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

新規会員募集中!!年会費永久無料!!
三井ショッピングパークカードでおトクに楽しむ!!
三井ショッピングパークカード《セゾン》

三井ショッピングパークポイントカード

クレジット支払い
￥

（税抜）につき

ポイント
ポイントを

￥

（税抜）につき

ポイント

円分としてお買物・お食事にご利用いただけます。

※一部ポイント対象外の店舗、ポイント付与率が異なる店舗がございます。※消費税率の変更により、ポイント付与数が異なる場合がございます。

詳しくはWebで！

三井ショッピングパークポイント

今日のランチは、おいしいお弁当。
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B1F ［中華デリ・餃子とハイボール］ドラゴンデリ

赤坂お弁当

DRAGON DELI
お問い合わせ

Tel.03-5545-6325
［販売時間］月〜金／11：00〜15：00
※売り切れ次第終了
●領収証対応：可

赤坂Bizタワーなら、おいしいお弁当もいっぱい。

他にもお弁当あります！

和食、洋食、中華にシンガポール料理など

あんかけ焼きそば 750 円
ビーフン 670 円

バラエティー豊かな各店自慢のお弁当を一部ご紹介。
テイクアウトでごゆっくりどうぞ。

麻婆豆腐チャーハン弁当 820円
唐辛子が効いた旨辛の麻婆豆腐でチャーハンが進む！
唐揚げも乗って、ボリューム満点!+50円で熱々のスープ付きに。

I N D EX
店名

ご予約・お問い合わせ

お弁当

梅丘寿司の美登利

カントンメイサイ アカサカリキュウ
ウメガオカスシノミドリ

03-5570-9323

P.6

03-5545-5516

P.7

03-3582-6841

1F
スターバックス
コーヒー

03-5574-8560

P.8

P.C.A. Pub Cardinal Akasaka ピーシーエー パブ カーディナル アカサカ

03-5545-7767

P.4

SMT Tokyo

03-6441-3724

P.6

03-5545-6873

P.8

赤坂うまや うちのたまご直売所

03-6426-5752

P.2

シンガポール海南鶏飯

03-6802-5512

P.3

エスエムティ トウキョウ

ご予約のみ

B1F
DO-ZO

ドーゾ

dashi+

シンガポールハイナンチーファン

03-6277-8238

ダシ プラス

DRAGON DELI

ドラゴンデリ

03-5545-6325

げんまい食堂 SMILE KITCHEN ゲンマイショクドウ スマイルキッチン

03-3505-2272

成城石井

セイジョウイシイ

セブン-イレブン

配達OK

P.4
P.2

配達OK

P.5

03-6277-7771

ご予約のみ

P.6

03-3505-2821

配達OK

P.5

※テイクアウトの店内でのお召し上がりはご遠慮ください。
※販売の時間帯が一部変更になる場合もございます。
※写真はイメージです。
※本冊子の掲載内容は予告なく変更と
なる場合がございます。
※入荷状況により、
内容が一部変更になることがあります。
※掲載価格は税込です。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。
また、
予告なく
価格の変更になる場合がございます。詳しくは、各店舗にお問い合わせください。
※各店舗、混雑時（12時〜13時）
のご予約、
お問い合わせは対応できない場合がございます。
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パラパラのチャーハンに、海老マヨ、
麻婆茄子、ホイコーロー、チンジャオ
ロースーなど、豊富なおかずが日替
わりで登場するお弁当。胃袋大満足
のボリュームです。+50 円で熱々の
スープ付きに。

P.7

ざくろ

（2020年6月現在）

お弁当

日替わり
チャーハン弁当
870円

ページ

2F
広東名菜 赤坂璃宮

※2019年8月現在の価格です。
価格改定の可能性がございます。

B1F ［たまご専門店］
アカサカウマヤ ウチノタマゴチョクバイジョ

赤坂うまや
うちのたまご直売所
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-6426-5752
［販売時間］月〜金／11：00〜
※売り切れ次第終了
●ご予約：可（1個〜）
●領収証対応：可

とり重弁当 700円
照焼きのもも肉、つくね、そぼろが乗った
鶏づくしのお弁当。甘辛の味付けでご飯が進む、
当店一番人気のお弁当です。※仕入れ状況によ
り、本品が無い日がございます。
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B1F ［シンガポール料理］
シンガポールハイナンチーファン

B1F ［和食・軽食］ダシ プラス

シンガポール海南鶏飯

dashi+

ご予約・お問い合わせ

Tel.03-6802-5512

ご予約・お問い合わせ

Tel.03-6277-8238

［販売時間］月〜金／11：00〜22：00
土・祝／11：00〜21：30
日／11：00〜20：00
※入荷状況によってご提供できない時間帯が
ございます。

［販売時間］月〜金／11：00〜
※売り切れ次第終了
●ご予約：可（2個〜 / 3日前までに予約）
●領収証対応：可

●ご予約：可 ※大量の場合はお問い合わせください。
●領収証対応：可

配達OK 10 個〜

他にもお弁当あります！

シンガポールチキンライス（蒸し）
（揚げ）
各880 円
シンガポール海老カレー 780 円

馬来風 ナシゴレン 850円
チリソースをたっぷりかけた揚げ鶏と、マレーシ
ア風ピリ辛炒飯のスパイシーなお弁当です。
［販売時間］月〜金／11：00〜15：00
17：00〜22：00
土・祝／11：00〜14：30
17：30〜21：30
日／11：00〜14：30、
17：30〜20：00

[事前予約］3日前までに予約
[配達時間］事前にご相談いただき対応
[配達範囲］赤坂Bizタワー、
TBS社屋のみ

他にもお弁当あります！

ネギトロ弁当 1,000 円
鶏そぼろ弁当 800 円

お弁当

お弁当

若鶏のチキン南蛮弁当 850円
チキン南蛮に肉じゃがなど、dashi+ならではの体に優しいお弁当。
ホッとするひとときはいかが？

シンガポールチキンライス
ハーフ＆ハーフ
950円
しっとり蒸し鶏と、サクッと揚げ鶏が両方
食べられる！チキンのスープで炊き上げた
ライスも絶品。迷ったらコレ！！
［販売時間］月〜金／11：00〜22：00
土・祝／11：00〜21：30
日／11：00〜20：00

単品メニューのお持ち帰りができます！

1F

［ガストロダイニング＆バー］

ピーシーエー パブ カーディナル アカサカ

P.C.A. Pub Cardinal Akasaka
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5545-7767
［販売時間］月〜金／11：00〜14：30
ご注文をいただいてからお作りいたしますので、
約10分ほどお時間がかかります。
●ご予約：可
●領収証対応：可

シェフ特製 バタープロウン 1,580円
からりと揚げた大きなエビに、
バターとココナッツの風味、
ほんのりと
した甘さがクセになります！
［販売時間］月〜金／17：00〜22：00、土・祝／17：00〜21：30
日／17：00〜20：00

他、グランドメニューからお選びいただけます。

フライドホッケンミー 1,030 円
季節の青菜炒め 980 円
ミーゴレン 1,030 円 +税（※販売時間 17：30〜）

3

ブラックアンガスの牛ハラミを
使用したヘルシービビンバ
900円
甘辛のお肉でご飯がすすむ特製ビビンバ。野菜
もとれて栄養満点です。とろーり温玉も一緒に
混ぜてほおばって！
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B1F ［和定食］
ゲンマイショクドウ スマイルキッチン

げんまい食堂
SMILE KITCHEN
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-3505-2272
［販売時間］月〜金／11：00〜21：00
土・日・祝／11：00〜20：00
●ご予約：可
※10個以上の場合は前日までに予約
●請求書対応：可
●領収証対応：可

配達OK 20 個〜
[事前予約］2日前までに予約
[配達時間］11：00〜20：00
[配達範囲］赤坂Bizタワー、TBS社屋のみ

2F ［中国料理］カントンメイサイ アカサカリキュウ

広東名菜 赤坂璃宮
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5570-9323
［販売時間］月〜金／11：30〜14：30
※売り切れ次第終了
●ご予約：可（前日までに予約）
●領収証対応：可

赤坂璃宮お弁当
2,500円

五目チャーハン、エビチリ、油淋鶏、点
心２種、前菜、お漬物など、赤坂璃宮の
本格的な美味しさが詰まった贅沢な
お弁当です。

お魚のSmile御膳
1,100円

お弁当

お弁当

2種のお魚をメインに、きんぴらごぼう
などのお惣菜が入った贅沢な和のお弁
当。会議や来客対応にもぴったりなひと
折です。

B1F ［スーパーマーケット］セイジョウイシイ

ソースが選べる唐揚げ弁当
670円

成城石井

カラッと揚がったジューシーな唐揚げに、
定番のおろしポン酢やネギ塩など、
5種からソースが選べるお弁当。
当店人気No.1のメニューです。

お問い合わせ

Tel.03-6277-7771
［販売時間］月〜金／8：00〜23：00
土・日・祝／10：00〜22：00
●ご予約： 予約販売のみ 5個〜／3日前の正午までに予約
※ご予約は店頭にて承ります。
●領収証対応：可
※お支払いは、ご予約の際にお願いいたします。

B1F ［コンビニエンスストア］

セブン-イレブン
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-3505-2821
［販売時間］全日／7：00〜23：00
●ご予約：可（2個〜 / 2日前までに予約）
●領収証対応：可

配達OK 5 個〜
[事前予約］5日前までに予約
[配達時間］13：00〜17：00
[配達範囲］赤坂Bizタワー、TBS社屋のみ

熟成肉の特製牛丼 具の大盛 430円
熟成した牛肉を、短時間で炊き上げてふんわり食感に仕立ています。
食べ応えのある牛丼はパワーチャージにぴったり!
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和食弁当 1,620円
蟹ご飯、鰆西京漬、天ぷらなど、多彩なおかずが少しずつ、
幅広く楽しめる、上品な和のお弁当です。※季節によって
内容が一部変わる可能性がございます。

中華弁当 1,620円
炒飯、大海老のチリソース、チンジャオロースに海老棒
餃子など、中華の定番を楽しめるお弁当です。※季節
によって内容が一部変わる可能性がございます。
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2F ［寿司］ウメガオカスシノミドリ

梅丘寿司の美登利
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5545-5516
［販売時間］月〜土／11：00〜21：30
日・祝／11：00〜20：30
●ご予約：可
●領収証対応：可
※当日店頭にてご注文の場合、約20分ほど
お時間をいただきます。

B1F ［和ダイニング］ドーゾ

ＤＯ−ＺＯ
お問い合わせ

Tel.03-5545-6873
[販売時間］月〜金／11：00〜
※売り切れ次第終了
ご注文をいただいてから
約5〜10分ほどお時間がかかります。
●ご予約：当日予約可
●領収証対応：可

宮崎チキン南蛮弁当
750円
バラエティーセット
2,916円

子供も大人も大好き!ジューシーな
チキン南蛮のお弁当。
甘酢をからめたチキンにタルタル
ソースでご飯が進みます!

お弁当

お弁当

毎日直送される新鮮・人気のネタがバラエティー豊かに
入ったセット。美登利自慢のお寿司をご自宅でどうぞ。

2F ［スペシャルティ コーヒー］

スターバックス コーヒー
お問い合わせ

2F ［日本料理 しゃぶしゃぶ］

ざくろ

Tel.03-5574-8560
［販売時間］全日／7：00〜21：00
●領収証対応：可

お問い合わせ

Tel.03-3582-6841
●ご予約： 予約販売のみ 当日予約可
●領収証対応：可

牛ロースステーキ弁当
3,780円

スターバックス®
コーヒートラベラー
2,916円
いれたてのドリップコーヒー約12杯分を
専 用 の 容 器（ 返 却 不 要 ）でお 持 ち 帰り。
ペーパーカップ、ポーションミルク、シュ
ガー、マドラー、紙ナプキンつき。

ざくろの牛ロースステーキを
ご自宅で。厳選された肉の
旨味を味わえるお弁当です。
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1F ［スペイン カタルニア料理］

モダン カタラン スパニッシュ ビキニ

赤坂オードブル

MODERN Catalan SPANISH
"BIKiNi"
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5114-8500
［販売時間］全日／12：00〜21：00

華やかなオードブルから、気軽につまめる料理まで。

●ご予約： 予約販売のみ
4日前までに予約
●領収証対応：可
※1日4台までのご注文に
限らせていただきます。

社内行事や、パーティーにおすすめ！

ピンチョスBOX
5,400円
オードブル

オードブル

テーブルを華やかに彩るBIKiNiのピンチョスの
盛り合わせ。オリーブ、カニ風味、ハム、サーモン
クリームチーズなど、5種類。
※写真はイメージです。

社内行事や打ち上げ、パーティーに！

ホームパーティーに！

I N D EX

2F ［イタリア料理］

店名

ご予約・お問い合わせ

ページ

2F

ご予約・お問い合わせ

グラナータ

03-3582-3241

ご予約のみ

P.10

1F
03-5545-6335 ご予約のみ 配達OK

P.11

03-5114-8500

ご予約のみ

P.10

03-5545-6873

ご予約のみ

P.12

デリフランス

03-5545-0456

ご予約のみ

P.11

げんまい食堂 SMILE KITCHEN ゲンマイショクドウ スマイルキッチン

03-3505-2272

成城石井

03-6277-7771

梅梅

グラナータ

メイメイ

MODERN Catalan SPANISH"BIKiNi" モダン カタラン スパニッシュ "ビキニ"

Tel.03-3582-3241
［販売時間］全日／11：30〜21：00
●ご予約： 予約販売のみ
3日前までに予約
●領収証対応：可

B1F
DO-ZO

ドーゾ

セイジョウイシイ

P.11
ご予約のみ

P.12

※写真はイメージです。
※本冊子の掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
※入荷状況により、
内容が一部変更になることがあります。
※掲載価格は税込です。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。
また、予告なく価格の変更になる場合がございます。詳しくは、各店舗にお問い合わせください。
※各店舗、混雑時（12時〜13時）
のご予約、
お問い合わせは対応できない場合がございます。
（2020年6月現在）
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いろいろなオードブルの
お弁当 4,320円
グラナータで人気のオードブルをお集ま
りの席でも!ご要望がありましたら、パス
タをお入れすることも可能です。
※写真は4人前です。
※3人前
（3,240円）
から承ります。
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1F ［飲茶・点心］メイメイ

梅梅

ト］
B1F ［スーパーマーケッ
セイジョウイシイ

成城石井

ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5545-6335

お問い合わせ

［販売時間］全日／11：30〜22：00

Tel.03-6277-7771

●ご予約： 予約販売のみ 3日前までに予約
●請求書対応：可
●領収証対応：可

［販売時間］月〜金／8：00〜23：00
土・日・祝／10：00〜22：00

配達OK 1個〜

●ご予約： 予約販売のみ
3日前の正午までに予約
※ご予約は店頭にて承ります。
※キャンセルについても3日前の正午までと
させていただいております。
●領収証対応：可
※お支払いは、ご予約の際にお願いいたします。

[事前予約］3日前までに予約
[配達時間］13：00〜21：00
[配達範囲］赤坂Bizタワー、TBS社屋のみ
※個数によっては配達時間をご相談させて
いただく場合がございます。

中華オードブル 3,300円 〜

成城石井自家製
サーモンパイとうにのムースと3種冷菜のアソート
5,400円
きのこと大葉のテリーヌサーモンパイ包み焼、ウニのムースに、自家製ローストビー
フなど、いろどり鮮やかで、テーブルが華やぐ自家製オードブルの詰め合わせです。
※季節によって内容が一部変わる可能性がございます。

人気の点心から定番メニューまで、幅広く親しまれるメニューが
入ったオードブル。ご相談に合わせてお作りいたします。

B1F ［和ダイニング］ドーゾ

B1F ［ベーカリーカフェ］

ご予約・お問い合わせ

Tel.03-5545-0456
［販売時間］月〜金／7：30〜21：00
土・日・祝／8：00〜20：00
●ご予約： 予約販売のみ 4日前までに予約
●請求書対応：可
●領収証対応：可

サンドイッチオードブル 2,600円
ふんわりしっとりのパンでハムチーズ、たまごサラダなど定番
の具材をサンド。食べやすいサイズにカットしてあるので、お
しゃべりも弾みます!※1台4〜5人前

ご予約・お問い合わせ

オードブル

オードブル

デリフランス

DO-ZO

Tel.03-5545-6873
［販売時間］月〜金／11：00〜22：45
土・日・祝／11：00〜21：15
●ご予約： 予約販売のみ 前日までに予約
●領収証対応：可

オードブルセット 4,320円
鹿児島黒豚つくね、宮崎チキン南蛮、きびなごの唐揚げ
など、5種類のオードブル。お酒が進むメニューがずらり!
※写真は4人前です。

B1F ［和定食］
ゲンマイショクドウ スマイルキッチン

げんまい食堂 SMILE KITCHEN
ご予約・お問い合わせ

Tel.03-3505-2272
［販売時間］全日／11：00〜20：00
●ご予約：可
※3個以上の場合は3日前までに予約
●領収証対応：可

オードブル 3,000円 〜
唐揚げ、ローストビーフ、チキンサラダ、豚肉と根菜の黒酢餡、
エビフライ、フライドポテトの6種が入ったオードブル。家族が
喜ぶメニューが盛りだくさん!
3人前から注文可能です。※1人前1,000円
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