美味しく食べて、ココロもカラダも元気になろう！

カラダパワーアップ！
リセット&

ドリンク
プ・
スー

食べ

あった
か

11月11日 水 ー12月25日 金

Vol.

食べることはカラダにとても大事な
こと。寒いこの時期は、体が冷え、体
温が下がると免疫力が低下して、風
邪をひきやすくなります。栄養をしっ
かりとりながら、ポカポカメニューで
体を温め、カラダをパワーアップし
ましょう!

2020

おうちで楽しむクリスマスに！

家パdeプレミアム！

気！
て元 養満点！
栄

美味しく食べて、
ココロもカラダも元気に！

１日限定

冬の大地とジビエのラザニア 1,320 円

冬なら

29

10食

カラダ リセット＆パワーアップ！

食物繊維にビタミンC、
カロテンなど冬の根菜は栄養素の宝庫。
越冬のために栄養を蓄えた高タンパク・低カロリーのジビエのラ
グーで、栄養満点のラザニアに仕立てました。
[提供時間］全日／11：30〜L.O.22：00 TAKE OUT OK

鍋・パエリア
は！
で

デリリウムカフェ レゼルブ ｜1F｜

ジンジャーココア 350 円
ジンジャー柚子茶 300 円

鍋焼きうどん
1,650 円

〈ジンジャーココア〉生姜が入って体ポカポカ!〈ジンジャーゆず茶〉国産ゆ
ずジャムを使用。／優しい甘みと香りで心もほっとさせてくれるあったか
ドリンクです。
TAKE OUT OK
[提供時間］全日／7：30〜L.O.19：00

寒い季節ならではのお楽し
み。土鍋の力でおうどんと、
１４種類の食材の旨味をひと
つにした豪華な鍋です!熱々
をどうぞ。

デリフランス ｜B1F｜

※食 材がわかりやすよう、煮
込む前に撮影しております。

[提供時間］
全日／11：30〜L.O.21：30

東京赤坂やぶそば ｜2F｜

漢方燉山水魚(スッポンと漢方入り薬膳蒸しスープ)
1人前 3,850 円
※土・日・祝日及びディナー 別途10％サービス料

国産スッポンと数種類の漢方を合わせて、長時間かけ蒸し
あげた香り良い逸品です。滋養強壮、健康促進、体ポカポ
カ、体のパワーアップにおすすめの料理です。

彩り野菜を使った
魚介パエリア（2人前）
3,520 円

TAKE OUT OK

ジンジャースープ
770 円

[提供時間］全日／11：30〜L.O.20：30

赤坂璃宮 ｜2F｜

東京タワーとイルミネーションコラボ!

パエリアを炊く魚介の濃厚
なスープには、生姜やネギ
を使用しているので、体もポ
カポカに!

お野菜がたっぷり、生姜が
効 いたスー プ 。想 像より
しっかり体が温まる!と店
長の太鼓判つき。この時
期限定の人気のメニュー
です!

豪華プレゼントキャンペーン！

[提供時間］
全日／17：00〜L.O.22：30

P.C.A. Pub Cardinal
Akasaka ｜1F｜

[提供時間］
全日／11：30〜L.O.18：00

赤坂Bizタワー 仲通りを彩る音と光の
イルミネーションを今年も開催いたします！
今年は東京タワーとコラボレーションも!

SALTY SUNNY BONDI CAFE ｜1F｜

体を
温

2020-2021
TAKE OUT OK

食材で
める メニュー
活
温

史上初! 東京タワーとコラボレーション。
高さ3.33m
（1/100縮尺）
の東京ミニタワーが初登場!

ドラゴン麻辣担々麺
1,000 円

唐辛子から逃げられない!辛い!で
も旨い!麺に絡んだ醤油ベースの
スープの旨味でどんどん箸が進み
ます!体が温まること間違いなし!

DRAGON
DELI ｜B1F｜

変なホテル東京 赤坂

●光と音の演出 17：00〜／17：30〜／18：00〜／18：30〜／19：00〜／

黄金生姜のきのこつけ汁うどん 1,000 円

TAKE OUT OK

赤坂Bizタワー ざくろ または

10,000円お食事券

11月27日
（金）16:30〜（予定）

[提供時間］全日／11：00〜L.O.23：00、土・日・祝／11：00〜L.O.21：30

espressamente illy ｜B1F｜

ノッポン登場!

DO-ZO ｜B1F｜

応募箱
設置場所

他にもコラボ実施中!

三井ショッピンパークポイントカード ／ アプリ ご案内

〈クレジット機能付きポイントカード〉

〈クレジット機能なしポイントカード〉

詳しくは
こちら！

￥

（税抜）につき

￥

ポイント

ポイント

アプリとカードを
つなげてベンリ！

ポイントアップ!!

（税抜）につき

P.C.A. Pub Cardinal
Akasaka

※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。

和風照りマヨソースの
ハンバーグ

¥1,000

師走はお買い物がたくさん！ポイントアップでお得にどうぞ!!

1

12月 金 曜日は全館さらに + 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。

スマホで簡単に
クレジット決済！
詳しくはこちら！

¥500

TBS
放送センター

クレジット支払い

赤坂サカス
TBS赤坂ACTシアター

住所
〒107-6301 東京都港区赤坂5丁目3番1号

赤坂通り
溜池山王駅

三井ガーデンホテル六本木プレミア ホテルビスタプレミオ東京 赤坂

選べる豪華4ホテル 宿泊券

赤坂Bizタワー デリフランス横 B1F
東京タワー メインデッキ1階東側 1F

応募
期間

まで
2021年2月14日
（日）

※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。

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

アクセス
東京メトロ

赤坂Bizタワー

SHOPS & DINING

赤坂駅

外堀通り

三井ショッピングパークポイントカード

赤坂見附駅

三井ショッピングパークカード《セゾン》

東京タワー半券でお得!東京タワーのチケット半券を提示をすると赤坂Bizタワー各店で優待サービス！
赤坂Bizレシートキャンペーン!赤坂Bizご利用時のレシートを東京タワーで提示をするとノベルティプレゼント!

平日ランチタイム

赤坂璃宮

他にもプレゼント盛りだくさん！応募方法など、詳しくはこちらから！

※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。

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！

三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア

東京タワー トップデッキ
1時間貸し切り（※営業時間外となります）

コラボイベント開催!

黄金生姜は色鮮やかな黄金色が特徴。辛味成分が一般的な生姜より多く含まれて
います。ネギもたっぷり入って、
じんわり体を温めます!

[提供時間］月〜金／17：00〜L.O.22：30
土・日・祝／17：00〜L.O.22：00

2施設に来館でプレゼント！

●点灯時間 16：00〜24：00
19：30〜／20：00〜／20：30〜／21：00〜／(毎回約10〜15分）

冬におなじみのホットワインを赤・白それぞれご用意!
オレンジとグレープフルーツを加えて飲みやすく仕上げて
ます。香りも一緒に楽しんで!

豪華プレゼントキャンペーン！

11/11（水）から2/14（日）の期間中、赤坂Bizタワーで税込1,000円以上のお買物またはお食
事をされた方や、東京タワーメインデッキまたはトップデッキに来塔された方へ応募券を配
布いたします。ご応募いただいた方の中から抽選で豪華なプレゼントが当たります！

まで

毎年、赤坂Bizタワー 仲通りを彩るイルミネーション。音楽とともに、
イルミネーションの光が踊りだします。人気のハート型フォトスポット
も引き続き登場！今年は赤坂Bizタワーに様々な色合いに輝く東京
ミニ タワー型のイルミネーションオブジェが出現！四季と時間をイ
メージした色の移り変わりを展開します。

[提供時間］
月〜金／11：00〜L.O.20：00
土・日・祝／11：00〜L.O.15：00

グレープフルーツとローズマリーのホットワイン
ブラッドオレンジとはちみつのホットワイン
各550 円

2021年
2月14日
（日）

東京タワー×赤坂Bizタワー

イルミネーションコラボ

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

akasaka Biz Tower SHOPS & DINING
❶

❶

前日

までに

要予約

家パ de

自家製のシャルキトリーや前菜を盛り合わせた
シェフ特製の10種10菜プレート。

❷豪華！5種の肉盛りプラン
5,500 円 ※お渡し日の前日までに要予約
❷

までに

要予約

❶オードブルスタンダードプラン
3,500 円 ※お渡し日の前日までに要予約

国産黒毛和牛"山形牛"ローストビーフなど、
自慢の肉づくし贅沢プレート。
※ご予約販売のみ

イスラエルの自然と死海の恩恵を
テクノロジーに融合した
ミネラルコスメティックスブランド
『Premier』

濃厚なスイスチョコレートのクリームが大人気の定
番チョコレートケーキです。
※クリスマス時期は売り切れの場合もございますので、
ご予約でのご注文をおすすめいたします。

プレミアム
！

デリリウムカフェ レゼルブ［1F］

グラナータで人気のオードブルをご家庭でも！
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。
※ご予約販売のみ※画像は4人前です。
※3人前
（3,240円）
から承ります。

❷トップス チョコレートケーキ
レギュラー／1,890 円

うち

【販売時間】全日／11：30〜22：00

INFORMATION

❶いろいろなオードブル
4人前 4,320 円 ※お渡し日の2日前までに要予約

2日前

【販売時間】全日／11：30〜21：00

グラナータ［2F］

❷
冬の乾燥からお肌を守ってくれ
る今の季節にぴったりの商品が
ついに日本上陸！死海が持つミ
ネラルの力を是非店頭でご体感
ください。
PRESTIGE】
モイスチャーコンプレック
(DRY,OILY）
PERFECTION】
フェイシャルピーリングマスク

❶
ストロベリー
ショートケーキ（5号）
4,320 円

3日前
までに

要予約

※お渡し日の3日前までに要予約

Premier

昔ながらのイチゴのショートケーキ。シン
プルだからこそ、イチゴ、スポンジ、クリー
ムの全てにこだわった絶品ケーキです。
※ご予約販売のみ
※11月後半から販売予定のため、
ご注文の
時期によってはご用意できない可能性が
ございます。また、12/23・24・25は
バースデーケーキも含めて、12月中旬
までのご予約とさせていただいております。
詳細は店頭までお問合わせください。

1F ［営］
全日11:00〜21:00

お家で大切な人と楽しむもう！
パーティーにぴったりなテイクアウトや
プレゼントにおすすめのアイテムをご紹介｡

❸

「視生活」
の安心を提供するスペシャリスト、
「認定眼鏡士」
がいるお店。

【販売時間】全日／11：00〜20：00

銀座ウエスト［B1F］

❷
illy コーヒー豆缶
各1,728 円
厳選されたアラビカ豆を
100％使用したillyオリジナルの
コーヒー豆。
ギフトにも、ご自宅用にも◎。
【販売時間】
月〜金／7：00〜22：30
土・日・祝／7：00〜22：00

輝（かがやき） 2,592円
大トロをはじめとする全13貫、うに、いくら、名物の穴子も
入り、3人前の桶盛りも可能です。是非ご賞味ください。
※事前にお電話いただけますと、受け渡しがスムーズです。
※大口のご注文の場合は、ぜひ事前予約をご利用ください。

espressamente illy［B1F］

メガネは、単に視力の補正やお洒落だけではなく使用し続けても疲れ
ずに快適に過ごせてこそ、視生活の安心を守る大切な道具となります。
一般の方々がそのレベルを判断するのは容易ではありません。

❶ハンドクリーム 1,320 円
❷ハンドジェル 1,078 円
手肌をやさしく乾燥から守ってくれるハンドケアアイテムはプレゼントに
ぴったり。爽やかですっきりとした、清潔感あふれるホワイトティーの香り。

ぬいぐるみ パンダ
❸大／3,850 円 ❹小／1,980 円
ITS'DEMO［1F］

｢認定眼鏡士」で
ある林店長。
正しいメガ ネ の
知 識でお客 様を
サポートします。
ぜひお 気 軽 にご
相談ください！

POKER FACE

思わず抱きしめたくなる可愛さ。手触りの良さにも癒されます。
【販売時間】月〜金／11：00〜20：00、土・日・祝／11：00〜19：00 ※当面の間

【販売時間】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）

メガネ販売に携わる人の知識や技術を審査認定し、一般の方々にわか
りやすくしたのが公益社団法人 日本眼鏡技術者協会による「認定眼
鏡士制度」です。視力測定やフィッティング、光学や眼科学などの技術
や知識についての一定の試験をクリアし、確かな知識と技術によって
お客様の最適・快適なメガネをご提供します。

❹

1F ［営］
月〜金11:00〜21:00、土・日・祝11:00〜20:00

梅丘寿司の美登利［2F］

前日

3日前

要予約

要予約

までに

までに

お徳用 お肉と胡麻だれセット
4,104 円 ※お渡し日の前日までに要予約

雑貨やアパレル、コスメまで、クリスマスを盛り上げ
る素敵なアイテムを多数ご用意しております！大切
な人へのプレゼントや自分へのご褒美にも！
ワイヤーボール 648円
華奢な金色のワイヤーと、散りばめられたビーズが
可愛いワイヤーボール。中には花型のクッキーが
入ってます！オーナメントとしても、ちょっとした贈
り物にも◎！

中華オードブル
3,240 円〜

2名さま用の国産牛と豚ロース、オリジナルのピリ辛の胡麻だれの
お得なセット。ご家庭でざくろの味を楽しめます！

※お渡し日の3日前までに要予約

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。
※ご予約販売のみ
※写真は5,400円

※ご予約販売のみ
【販売時間】全日／11：30〜21：00

ざくろ［2F］

ITS'DEMO

1F ［営］
11：00〜20：00、土・日・祝11：00〜19：00

※当面の間

【販売時間】
全日／11：30〜21：00

期間限定でとってもお得な
「下取りキャンペーン」
を開催！

梅梅［1F］

オードブルセット 2,000 円／4,000 円

ご不要なメガネ・サングラスを店舗にお持ちいただくと、
新しいメガネ・サングラスを500円OFFでご購入いただけます。

鹿児島料理を中心とした、ついついお酒が進むメニューがずらり！2段重ねの4,000円のセットもおすすめ。
【販売時間】全日／11：30〜21：00

期間：10/12（月）〜 11/30（月）

DO-ZO［B1F］

※ご提供いただいたメガネはいかなる理由においても返却いたしかねます。
あらかじめご了承ください。
※一部割引対象外商品がございます。
※他の割
引と併用できない場合がございます。詳しくはお近くの店舗スタッフまでお
問い合わせ下さい。

スターバックス®
コーヒートラベラー
2,970 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。ホームパーティーに！
※事前にお知らせいただくと、
お好きなコーヒー豆を選べます。

オリジナルアレンジメント
ルミエール
各3,520 円
バラや松かさ、スターアニスなどが
ぎゅっと詰まった、おうちクリスマスを
彩るキャンドルアレンジメント。
11月中旬より販売。
※画像はイメージです。
花材は入荷状況により異なります。
【営業時間】
月〜金／11：00〜20：00
土・日・祝／11：00〜18：00

青山フラワーマーケット［1F］

【販売時間】全日／7：00〜21：00

スターバックス コーヒー［2F］

4日前
までに

要予約

6色ミックスサンド 440 円
ふんわりしっとりのパンでタマゴサラダ、ツナサラダなど
定番具材をサンド。パーティーでつまむのにぴったり。
※1日限定12食
※ご予約の場合は、お渡し日の4日前までに要予約
【販売時間】全日／7：30〜19：00

デリフランス［B1F］

ミニケーキ 5こ入り 1,100 円
うちのたまごを使用した、ふんわりしっとり、優しい味わいの
ミニケーキ。お土産にもぴったり。
【販売時間】平日／11：00〜17：00

赤坂うまや うちのたまご直売所［B1F］

※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。

Zoff

B1F［営］
月〜金11:00〜21:00、土・日・祝11:00〜20:00

ゆったり過ごせる
平日限定モーニング
平日の9：00〜11：00はとってもお得な朝時間。
TEA HOUSE自慢のフレンチトーストと、選べる華
やかなドリンクをセットでお召し上がりいただけま
す。もちろんドリンクのみのご利用も大歓迎です。
朝はゆったり広々過ごしていただけますので、ぜひ
ご利用ください。
Aoyama Flower Market TEA HOUSE
1F ［営］
月〜金9：00〜20：00(L.O.19：30)

土10：00〜20：00(L.O.19：30)
日・祝10：00〜18：00(L.O.17：30)

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING

こちらから

