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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！
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TBS赤坂ACTシアター

マイナビBLITZ赤坂

あなたの知らない
赤坂Ｂｉｚの使い方。

気軽に楽しむ
お一人様ディナー

テイクアウトで！
晩酌のおとも

ちょっといいもの。
2F ディナーテイクアウト

Bizワーカー・TBS社員様限定
まとめてお弁当注文・デリバリー

金 曜日は全館さらに月末 +1ポイントアップ!!
プレミアムフライデーはお得！赤坂BizタワーSHOPS & DINING限定！ポイントアップ!!

※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。

三井ショッピンパークポイントカード ／ アプリ ご案内

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
クレジット支払い
￥      （税抜）につき

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〉

ポイント
￥       （税抜）につき

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〉 詳しくは

こちら！

※ポイント付与数が異なる
店舗、ポイント付与対象外の
店舗がございます。

アプリde支払いなら、スマホで簡単にお支払いができて、
さらに三井ショッピングパークポイントもたまります！
三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様がご利用いただけます。

アプリとカードを
つなげてベンリ！

個室・テラス席のご案内

赤坂Bizタワー SHOPS & DININGには､
個室またはテラス席のある店舗がございます。

お店ごとの個性が光る空間で、
ゆったりとお食事をお楽しみください。

WE’LL BE BETTER 
新しいやりかたで、今までの笑顔を｡

Aoyama Flower Market
TEA HOUSE

営業時間変更のお知らせ

平日はモーニングも楽しめます！
月～金／9：00～20：00(L.O.19：30)
土／11：00～20：00(L.O.19：30)
日・祝／11：00～18：00(L.O.17：30)

個室 テラス

他にも情報もりだくさん！ホームページはコチラ

Aoyama Flower Market TEA HOUSE  8月開催
「オトナのTHE★学」情報はこちらから！

Bizタワーショップ

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



akasaka Biz Tower
SHOPS & DINING赤坂Bizタワー SHOPS & DININGは、使い方いろいろ。

ゆっくりコース料理？さっと一杯？一人で気軽にディナーを楽しめるお店がたくさん。
テイクアウトも充実。家飲みのおつまみも､お店の味で｡
おうちの夕飯にちょっといいものをと思った時には2階へ｡

さあ、Bizを使いこなそう！

あなたの知らない赤坂Bizの使い方｡
お一
人様ディナー

01
お一人様でもゆっくり・気軽に｡

ディナーメニューは
Bizタワーで

気分に合わせて。

あなたの知らない
赤坂Bizの使い方｡

ちょ
っと

いいも
の。テイクアウト03

高級店が並ぶBizタワー2Fの
メニューをテイクアウト｡
ちょっといいものを､

ご自宅で｡

あなたの知らない
赤坂Bizの使い方｡

テ
イク

アウ
トで!晩酌のおとも02

家飲みに､テイクアウトで
おつまみはいかが？

お仕事帰りにサッと買えて､
お店の味をおうちで
楽しめます！

あなたの知らない
赤坂Bizの使い方｡

釜玉うどん  650円
こしのある本格的な手打ちうどんは、もちもちで食べ応えあり。卵黄と生醤油がよく
からんで、鰹節の豊かな香りとともに、まろやかな味わいが楽しめます。
[提供時間］全日／11：30～L.O.21：00
DO-ZO［ B1F ]

アペリティーヴォセット  1,078円
トマトのカプレーゼ、ペッパーポークのブルスケッタ、ロースト
アーモンドの3種がのったプレートと、ビールorワインのお得な
セット。お仕事帰りに軽く一杯いかが？
[提供時間］全日／17：00～L.O.21：30
espressamente illy［ B1F ]

ピンチョスディップスタイル6  2,160円
自家製レバーのパテをはじめ、BIKiNiの人気ピンチョス6種をディップスタイルで!
ワインにもビールにもよく合います!プティバゲット付き。
[販売時間］全日／17：00～21：00
MODERN Catalan SPANISH“BIKiNi”［ 1F ]

歌舞伎御膳  1,800円
お造り、季節の焼き魚、サラダや小鉢が付いたセット。ちょっと贅沢に、
ゆっくりお食事を楽しむのにぴったりです!
[提供時間］全日／11：30～L.O.21：00
DO-ZO［ B1F ]

醤油麹チキン南蛮定食  1,180円
チキン南蛮に使用している醤油麹は国産米100％。しば漬けを使ったピンク色の自
家製和風タルタルソースが目をひく一品。ご飯が進みます!
[提供時間］月～金／11：00～L.O.21：00、土・日・祝／11：00～L.O.20：00
げんまい食堂 SMILE KITCHEN［ B1F ]

フラワーセット  お食事代+1,100円
お好きなお食事に+1,100円で選べるドリンク、ミニスイーツがついたお得なセット
に!また、旬のお花を一輪プレゼント。ご自宅でも花のある時間を過ごしませんか？
[提供時間］月～金／17：00～L.O.19：30、土／11：00～L.O.19：30、日・祝／11：00～L.O.17：30
Aoyama Flower Market TEA HOUSE［ 1F ]

刺身5種盛定食  1,870円
五島や境港から直送された鮮魚から、その日のおすすめを5種の盛り合わせに。
旬の魚の旨みを味わえます。
[提供時間］月～金／11：00～L.O.21：00、土・日・祝／11：00～L.O.20：00
よりぬき魚類 大和屋 半蔵［ 1F ]

季節野菜のプランチャ ヴィネグレットソースで
1,078円
旬の野菜をシンプルに鉄板焼きに。コルニッションとオリーブ
オイルを使ったヴィネグレットソースで野菜の風味をより一層
引き立てています。
[提供時間］全日／17：00～L.O.21：00
MODERN Catalan SPANISH“BIKiNi”［ 1F ]

シンガポールラクサ(ヌードルorビーフン）
1,100円
海老の辛みそサンバルブラチャ
と、ココナッツミルクが効いた
ちょっと辛めのスープ。ヌードル
かビーフンを選べます。
[提供時間］
全日／11：00～L.O.15：00

17：00～L.O.22：00
シンガポール海南鶏飯［ B1F ]

おつまみセット(天ぷら・枝豆・焼き鳥）
1,890円
わさび風味の枝豆と藪特製のたれで仕上げ
た焼き鳥、海老と野菜を胡麻油100％でカ
ラッと揚げた天ぷら盛り合わせは、栄養バラ
ンスが良く夜食におすすめです。※わさび
風味枝豆はお子様でも召し上がれます。
[販売時間］
全日／11：30～21：00
東京赤坂 やぶそば［ 2F ]

日本酒版サングリアが作れる
ぽんしゅグリア  480円
甘くとろける日本酒カクテルをご自宅
で!ご自宅にある日本酒を注ぐだけで
手軽に飲みやすい日本酒アレンジが楽
しめます。選ぶのも楽しい全13種類。
[販売時間］月～金／11：00～15：00
dashi+［ B1F ]

焼酎量り売り
180cc／230円～
300cc／355円～
720cc／808円～

オードブルセット
2,000円／4,000円
鹿児島料理を中心とした、つい
ついお酒が進むオードブルの盛
り合わせ。2段重ねの4,000円
セットも。また、DO-ZO自慢の
焼酎80種全て量り売りもしてい
るので、ご自宅でDO-ZO気分を
満喫できちゃいます!

[販売時間］
全日／11：30～21：00
DO-ZO［ B1F ]

師傅特選(しふとくせん)コース  16,500円  別途サービス料10％を頂戴いたします。
フカヒレ、アワビ、北京ダックなど、高級中華食材を取り揃えたコース。目にも美しい
料理を心ゆくまで味わいながら、特別なひと時をお過ごしください。※写真はイメージです｡
[提供時間］月～金／17：00～L.O.20：30、土・日・祝／16：00～L.O.20：30
広東名菜 赤坂璃宮［ 2F ]

そば遊膳  4,235円
鎌倉時代から作られていた蕎麦の原型「そばがき」など、蕎麦の歴史を辿るように、
様々な形で藪の蕎麦を楽しめるコースです。
[提供時間］全日／11：30～L.O.21：00
東京赤坂 やぶそば［ 2F ]

輝（かがやき）  2,592円
毎日豊洲直送の新鮮な食材を使った人気のテイク
アウトメニュー。大トロをはじめ、名物の穴子1本も
入った全13貫。
[販売時間］月～金／11：00～21：00

土／11：00～21：30
日・祝／11：00～20：30

※前日の20時までに要予約・当日も可
梅丘寿司の美登利［ 2F ] TEL.03-5545-5516

グラナータのメニューを
テイクアウト！
(生もの以外。ランチメニューも可）
こだわりのグリルや前菜、パスタも!
グラナータのメニューが全て（生も
の以外）テイクアウト可能に。ご家庭
でシェフの味を楽しめます。しかも
嬉しい10％OFF!
[販売時間］
月～金／11：30～14：30

17：00～21：00
土・日・祝／11：30～15：00

17：00～21：00
※要予約・当日可
※当面の間､テイクアウト10％OFF
グラナータ［ 2F ]
TEL.03-3582-3241

中華オードブルセット  3,240円
人気の点心や定番メニューが入った中華オード
ブル盛り合わせ。晩酌にも、家族のディナーにも
ぴったりです。写真は5,400円のものです。
[販売時間］全日／11：30～20：30
※3日前までに要予約
梅梅［ 1F ]

※掲載価格は商品の価格です。袋代は別途料金となります。※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。



akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION

赤坂Bizワーカー＆TBS社員様限定
お弁当をまとめて注文・デリバリー!
※デリバリーお会計／現金のみ、お届け先でのお会計となります。
※領収書発行／注文時にお申し付けください。 お

弁
当ま

とめて
注文・デリバ

リ
ー04

赤坂Bizワーカー､TBS社員様なら､
お弁当が

まとめて注文・デリバリー
できちゃいます！

あなたの知らない
赤坂Bizの使い方｡

塚田農場のお弁当  750円～1,000円
絶品!塚だまタルタル若鶏のチキン南蛮弁当、夢創鶏チキンカツと
塚だま出し巻きのお弁当など、塚田農場の人気弁当が6種類!
[販売時間］月～金／11：00～15：00

2日前までに要予約 ※月・火曜日の受け取り分は金曜日までにご予約ください。
お届けはご相談ください！
dashi+［ B1F ] TEL.03-6277-8238

デリバリー
応相談

歌舞伎御膳弁当 1,500円／DO-ZO御膳弁当 1,200円／他､お弁当各種 650円～
ちょっと贅沢なお弁当から、毎日のランチにぴったりなお弁当まで、シチュエーションに応じて選べる各種お弁当をご用意。
DO-ZOの人気メニューが詰まっています!
[販売時間］全日／11：30～21：00

10個以上のご注文は前日までに要予約。デリバリーは5個から承ります。※デリバリーお会計／現金のほか、PayPay対応可
DO-ZO［ B1F ] TEL.03-5545-6873

デリバリー
OK

鶏山賊揚げ弁当  979円
ボリュームたっぷりジューシーな鶏ももの唐揚げが入ったお弁当!
店長自慢の美味しいご飯、お味噌汁もぜひ味わって。
[販売時間］月～金／11：00～19：00

5個以上ご注文の場合は要相談。デリバリーは3個から承ります。
レジ袋別途1枚につき2円いただきます。
よりぬき魚類 大和屋 半蔵［ 1F ] TEL.03-6435-5399

デリバリー
OK

3,000円以上の
テイクアウトご利用で
デリバリー！
グラナータのランチ、アラ
カルトメニュー（生もの以
外）全てテイクアウトOK!
[販売時間］
月～金／13：30～14：30

17：00～21：00
土・日・祝／12：00～15：00

17：00～21：00

要予約・当日可
※デリバリーご利用の場合は、
テイクアウト10%OFFが適用
外となります。ご了承ください。
グラナータ［ 2F ]
TEL.03-3582-3241

デリバリー
OK

醤油麹チキン南蛮弁当  680円
しば漬けを使ったピンク色の自家製和風タルタルソースが目をひく、人気
のお弁当。栄養たっぷりの玄米と一緒に!
[販売時間］月～金／11：00～21：00、土・日・祝／11：00～20：00

5個以上のご注文は3日前までに要予約。デリバリーは10個から承ります。
※デリバリーお会計／請求書対応可、現金の場合は必ずお釣りが無いようご準備ください。  
げんまい食堂 SMILE KITCHEN［ B1F ] TEL.03-3505-2272

デリバリー
OK

日替わり弁当  750円
彩りも豊かに、中華のおかずが日替わりで登場するお弁当。
メインはリクエストも可能!※写真はその日の一例です。
[販売時間］全日／11：30～20：30

5個以上のご注文は2日前までに要予約。デリバリー時間帯予め相談。 
梅梅［ 1F ] TEL.03-5545-6335

デリバリー
OK

1

1.ローストビーフ・チキン・野菜と魚介と鶏肉のミックスパエリア  1,200円
2.肉・野菜を使ったスペインスタイルの揚げ物とミックスパエリア  1,200円
3.スパイスでマリネした鳥もも肉とミックスパエリア  1,100円
上段にはスペインスタイルのおかずを、下段には5時間かけてつくった鯛の出汁で仕上げる
パエリアが入った二重のお弁当です。
[販売時間］月～金／11：30～14：30、17：00～21：00

10個以上のご注文は3日前までに要予約。  
MODERN Catalan SPANISH“BIKiNi”［ 1F ] TEL.03-5144-8500

デリバリー
不可

2

3

※掲載価格は商品の価格です。袋代は別途料金となります。※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。

ご利用レシート提示で!もう1店舗分もお得になるキャンペーン!

Aoyama Flower Market TEA HOUSE × Premier

行ってお得！コラボキャンペーン！

Premierにてレシートご提示で
ご購入でお会計より10％ＯＦＦ!
+サンプル品プレゼント!

Aoyama Flower Market TEA HOUSE
ご飲食ご利用のお客様

Aoyama Flower Market TEA HOUSEにて
レシートご提示で

1,000円以上ご利用で300円OFF!
1,500円以上ご利用で500円OFF!

Premier   商品ご購入のお客様

キリトリ

キリトリ

キ
リ
ト
リ

欲しいアイテムお得にお買い物！
物販店割引 COUPON

※お会計時に店舗スタッフへお渡しください。※他サー
ビスとの併用はできません。※現金との引換、盗難・紛
失時の再発行等は一切行なっておりません。※有効期
間を過ぎたもの及び有効期限が修正されたものは無
効となります。※他割引券との併用不可となります。

［有効期限］2020 年 9 月 30 日（水）

赤坂Bizタワー SHOPS & DININGの物販店で
ご利用いただける割引クーポンをご用意いたし
ました!ぜひお買い物をお楽しみください!

ご利用可能なお店
●青山フラワーマーケット［1F］
●ITS’DEMO［1F］●TBSストア［1F］
●POKER FACE［1F］●Premier［1F］
●TSUTAYA［B1F］●Zoff［B1F］
●マツモトキヨシ［B1F］

対象外：飲食店、食料品店、セブン-イレブン

物販店割引 COUPON

有効期間：2020年9月30日（水）

※ご利用可能店舗はSacassPressをご確認ください。

店
舗
使
用
欄

着券店

月 日

1,500円以上のお買い上げで会計より

500円OFF

物販店割引 COUPON

有効期間：2020年9月30日（水）

※ご利用可能店舗はSacassPressをご確認ください。

店
舗
使
用
欄

着券店

月 日

1,000円以上のお買い上げで会計より

300円OFF
赤坂Bizタワー SHOPS & DINING 限定！

ポイントアップ！！
20（木）～8 30（水）9

期間限定！ポイントたまる！お得にお買い物ができちゃいます！

+3
ポイント
アップ!!1F ［ファッションバラエティセレクトショップ］ 

ITS'DEMO イッツデモ

+3
ポイント
アップ!!1F［ガストロダイニング＆バー］      

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

+2
ポイント
アップ!!B1F［メガネ］     

Zoff ゾフ

+3
ポイント
アップ!!1F［コスメ・生活雑貨］     

Premier プリミエル
条件:1円以上のレシートを各店舗にてスタッフへ提示 期限:9/30（水）まで


