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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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赤坂サカス

赤坂Bizタワー
SHOPS & DINING
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※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、三井ショッピン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。

三井ショッピング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！

対象施設・カードやご利用方法は
キャンペーンサイトをチェック！
ダウンロードもこちらから 

詳しくはこちらから！ 

▲ ▲ ▲ ▲

三井ショッピングパーク アーバン限定

対象カードをお持ちの方へ
三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様

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）
TBSグループ従業員さま、入館証をお持ちの方限定!

WORKER
赤坂
Bizタワー 

SHOPS & DINING

特典サービス
お得にお食事・お買い物ができます!
各店の特典について、詳しくはこちらから!

WORKER特典サービス
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ちょっとご褒美テイクアウト
お仕事帰りに買って帰れる！
お子様と一緒に楽しむ！

他にも情報もりだくさん！ホームページはコチラ

Bizタワーショップ

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

赤坂BizタワーSHOPS & DININGは
SDGsに取り組んでいます。

WEBで赤坂を盛り上げよう！茜まつり開催！
オンラインとリアルで「赤坂の味・歴史・文化・人」を堪能

赤坂の飲食・地域・文化・歴史・エンターテイメントを発信す
る新しいお祭りです。ショートフィルム上映や、お料理講座など
魅力的なコンテンツをお届け。秋にはリアルイベントも開催予定
です。皆様どうぞ奮ってご参加ください。

※コンテンツ内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

６/19 土 18 時~20 時(開催予定)

茜まつりHP http://akanematsuri.com

ご自宅で「赤坂」を体感できる限定リターン品満載！

クラウドファウンディングも同時開催

詳しくはこちら

赤坂料理セット 赤坂銘菓セット
虎屋/柿山/青野/塩野/福砂屋

お茶セット（土橋園） ホッピーセット
タンブラー (陶香堂)

+

など

akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION

akasaka Biz Tower
SHOPS & DINING

※写真はイメージです※掲載価格は消費税を含んだ総額表示となっております。
※入荷状況により、内容が一部変更になることがあります。※売り切れの場合はご容赦ください。

※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店の際は各店舗にお問い合わせください。
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お子様と一緒に美味しいお食事！
Bizはファミリーで楽しめるお店がいっぱい！

休日にぜひどうぞ!

お子様プレート  3,630円（税込・サービス料込）
本格の味を少しずつ味わえる、好評のお子様プレート。唐揚げやエビ料理、点
心、五目チャーハンなどを盛り込んでいます。
[提供時間］全日／11：30～L.O.20：00
広東名菜 赤坂璃宮［ 2F ]

キッズココア  198円／キッズミルク  198円
be juicy kids（オレンジ） 220円
ココア、ミルクはお子様でも飲みやすい温度で提供。
オレンジジュースは飲みやすいように厳選した果汁を使用
しています。※12歳以下のお子様対象のドリンクです。
[提供時間］全日／7：00～L.O.22：00
スターバックス コーヒー［ 2F ]

お子様セット（ハンバーグ） 780円
お子様セット（エビフライ＆からあげ） 680円
お子様向けのチキンライスのかわいいワンプレート。ジュースはオレンジかリン
ゴから選べます。スマイルキッチンの体に優しいお食事をご家族でどうぞ。
[提供時間］月～金／11：00～L.O.21：15、土・日・祝／11：00～L.O.20：15
げんまい食堂 SMILE KITCHEN［ B1F ]

お子様ランチ ミニうどんセット  480円
かわいい子ぶたまんやポテトフライ、唐揚げ、ミニ讃岐うどんにマンゴープリン!
卵を使っていないので、アレルギーが心配なパパ・ママも安心です。
[提供時間］月～金／11：00～L.O.23：00、土・日・祝／11：00～L.O.21：30
DO-ZO［ B1F ]

お子様プレート  880円
ハンバーグ、エビフライ、オムライスに唐揚げ、ワッフルまで!
シェフがお子様の大好きを詰め込んだ豪華なプレートです。
[提供時間］土・日・祝／11：30～L.O.14：00
デリリウムカフェ レゼルブ［ 1F ]

お子様も一緒にファミリーで楽しめる！ Bizのお店
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広東名菜  赤坂璃宮

ざくろ

スターバックス コーヒー

よりぬき魚類 大和屋 半蔵

梅梅

SALTY SUNNY BONDI CAFE

デリリウムカフェ レゼルブ

赤坂 富貴貫

Aoyama Flower Market TEA HOUSE

DO-ZO

espressamente illy

デリフランス

げんまい食堂 SMILE KITCHEN

店名 キッズチェアーお子様メニュー ベビーカー
入店可能

子供用
食器・カトラリー

子供用使い捨て
エプロン

その他サービス

※ストローのみ
曲がるものあり

※スイーツに
メッセージプレート

ベビーシートは各階紳士・婦人化粧室に、おむつ換え室、授乳室は1階にございます。

赤坂璃宮で本格中華の

お子様プレート!

お子様の大好きが

     一皿に集合!

かわいい
ワンプレート!

お子様と一緒に

ちょっと休憩!

卵不使用の
お子様ランチ!

花と緑の素敵な空間でモーニングはいかが？

毎朝8：00～11：00はお得なモーニングタイム。TEA 
HOUSE自慢のフレンチトーストをゆったりとした空間で味
わえます。テラス席はペットOKですので、ぜひ、わんちゃん
と一緒に平日はもちろん、休日の朝を季節の花が咲くテラ
ス席で過ごしてみては？

Aoyama Flower Market
TEA HOUSE1F

［営］全日 8：00～18：00
モーニング 8：00～11：00
［TEL］03-3586-0687

Boonaのソフトタルト登場!

銀座ウエストB1F

［営］全日 11:00～20:00
［TEL］03-5545-6441

TBSのお天気予報でお馴染みの『Boona』のソフトタルト
が登場いたします。アーモンドの香ばしさを生かしたフィナ
ンシェを、薄いタルト生地と合わせました。
TBSのある銀座ウエスト赤坂サカス店と、銀座ウエストの
通販のみでの限定販売となります。©TBS
『Boonaソフトタルト(バラST) 』
1個／216円

POKER FACE1F

［営］月～金 11:00～21:00、土・日・祝 11:00～20:00 ［TEL］03-5545-6433

おすすめライトカラーレンズサングラス

これからの季節に持っておきたいサングラス。おすすめは
オリジナルガラスレンズを入れたMOSCOTの定番モデル
LEMTOSH。レンズカラーはブルー、ブラウン、グレーの3
色。薄色レンズはマスクとも好相性で、ファッションアイテ
ムとしても人気です。
MOSCOT LEMTOSH bkecru  各38,500円

7/1（木）～7/19（月）

POKER FACE

お会計の際に
三井ショッピングパークカード《セゾン》を
ご利用いただくと、ご請求時に10％OFF!

10%OFF
対象カードをお持ちの方へ
三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様



akasaka Biz Tower
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家族に、自分へのご褒美に、ちょっと特別な、ちょっと豪華なテイクアウト。
帰宅時に買って、おうちですぐに食べられるお弁当。休日はファミリーで。お子様連れで楽しめるお店。
赤坂Bizタワー SHOPS & DININGは、使い方いろいろ。さあ、Bizを使いこなそう！

歌舞伎御膳弁当  1,800円
沖縄ラフテイ、琉香豚の黒糖焼き、季節の焼き魚や鹿児島さつま揚げなど
DO-ZOの逸品が詰まったお弁当。ミニうどん付き。
[販売時間］全日／11：30～21：00
DO-ZO［ B1F ] TEL.03-5545-6873

お造り 五点盛り 2,695円
中トロをはじめとする人気ネタ5種の盛り合わせ。お寿司やさんが自信を持って
仕入れたネタを、おうちで味わえます。全て4切ずつ入っているのでご家族でも。
[販売時間］全日／11：00～21：30
※緊急事態宣言中は営業時間が変わります。［営業時間］10：30～19：00L.O.
梅丘寿司の美登利［ 2F ]  TEL.03-5545-5516

パンケーキバーガー ストロベリー＆エスプレッソ／ピーチメルバ  各680円
キメ細かいフワフワしっとりパンケーキがバーガーに!ほろ苦さのあるillyエスプレッソの
クリームと、フレッシュないちごの酸味が美味しいストロベリー＆エスプレッソと、柔らかな
甘さのカスタードホイップに白桃を合わせたピーチメルバ。
[販売時間］月～金／11：00～L.O.22：30、土・日・祝／11：00～L.O.22：00
espressamente illy［ B1F ]  TEL.03-5545-6977

国産黒毛"山形牛"と蒸し雲丹の"ウニク丼" 2,990円
圧倒のルックス!低温調理でしっとり仕上げた国産黒毛和牛ととろける雲丹が
絶妙にマッチした豪華な丼です!これは食べてみたくなる!
[販売時間］全日／11：30～22：00 ※1日限定10食 ※前日までに要予約
デリリウムカフェ レゼルブ［ 1F ]  TEL.03-5545-7730

幕の内弁当  3,780円
ざくろで好評の銀鱈西京焼、牛ロースてり焼ステーキなどが入った色鮮やか
な幕の内弁当。おうちでざくろの味を堪能できます!
[販売時間］全日／11：30～20：00 ※前日の14時までに要予約
ざくろ［ 2F ]  TEL.03-3582-6841

画像はイメージです。

期間限定うな重弁当／ひつまぶし弁当  1,980円～
ランチメニューで好評のうな重やひつまぶしを、期間限定で1日通してテイク
アウト販売。自分へのご褒美や家族でのお食事に、老舗の味はいかが？
[販売時間］全日／11：00～22：00 ※ご注文いただいてからお作りしますので、
お時間をいただきます。予めのご予約をおすすめいたします。
赤坂 富貴貫［ 1F ]  TEL.03-6426-5011

お持ち帰り用セット  10,800円
赤坂璃宮自慢の焼き味前菜や北京ダック、国産和牛A5ランク使用のお料理
に、点心まで入ったお得なお持ち帰りセット。14,580円相当の内容です!
[販売時間］全日／11：30～20：00
広東名菜 赤坂璃宮［ 2F ] TEL.03-5570-9323

疲労回復定食～鶏むね肉の生姜みぞれ煮～  1,030円
鶏むね肉でヘルシーかつ食べ応えのある人気メニュー。生姜と大根おろしで
さっぱりと食べられるので、これからの季節の夕飯にも最適です!
[販売時間］月～金／11：00～21：15、土・日・祝／11：00～20：15
げんまい食堂 SMILE KITCHEN［ B1F ] TEL.03-3505-2272

グランドメニュー テイクアウト 
赤坂璃宮のグランドメニュー内のお料理がテイクアウト可能に。おうちでの楽
しいひと時にどうぞ。※一部除外メニューがございます。
[販売時間］全日／11：30～20：00
広東名菜 赤坂璃宮［ 2F ] TEL.03-5570-9323

沖縄琉香豚 黒糖焼重  800円
黒糖を使用したコクと深みのあるタレで焼いた沖縄のブランド豚、琉香豚を敷き詰めたお弁当。
豚の旨味と甘辛の味付けでご飯がすすみます。
[販売時間］全日／11：30～21：00
DO-ZO［ B1F ] TEL.03-5545-6873

パックですき焼（100g） 2,484円
ざくろのパック弁当一番人気!ざくろのすき焼がお持ち帰りできます。お肉と
野菜の旨味を割下がさらに引き立てます!卵をひたしてどうぞ。
[販売時間］全日／11：30～20：00 ※ご注文いただいてからお作りしますので、
30分ほどお時間をいただきます。予めのご予約をおすすめいたします。
ざくろ［ 2F ]  TEL.03-3582-6841

定番タコライス  1,000円
ソースが自慢の定番タコライス。他にもアボカド、スパイシーサルサ、ガパオ
風など種類も豊富にご用意。あなた好みのタコライスを探してみては？
[販売時間］全日／11：30～22：00
デリリウムカフェ レゼルブ［ 1F ]  TEL.03-5545-7730
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ちょっと特別・ちょっと豪華な
テイクアウトメニューを
おうちでゆっくりどうぞ！
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帰宅前に買って帰れるお弁当｡
おうちご飯に疲れたら､

Bizのお弁当でパパッと晩ご飯｡

❶銀だら西京漬け焼弁当  1,296円
❷鶏山賊揚げ弁当  1,015円
❸あじフライ弁当  961円
❹さば文化干し弁当  853円 他
魚の焼き物に揚げ物、日替わりの副菜。心も体もホッとする和
食のお弁当は種類が豊富です。店長が特にこだわっているご
飯とお味噌汁を、よりぬきのおかずでさらに美味しく。
[販売時間］全日／11：00～22：00
よりぬき魚類 大和屋 半蔵［ 1F ] TEL.03-6435-5399

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。海鮮、お肉、野菜も
入ってちょっぴり贅沢なセットです。
※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 ] TEL.03-5545-6335

❷

他にもメニュー盛りだくさん！
毎日のランチに、特別な日のご馳走に。Bizのお弁当・オードブル！

Bizのお弁当・オードブルの
カタログ こちらから！

AKASAKA
OBENTO

1日限定
10食

+5,400円で
ふかひれの姿煮も
ご注文可能です！

画像はイメージです。

画像はイメージです。

画像はイメージです。

❶
❷
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※写真はイメージです※掲載価格は消費税を含んだ総額表示となっております。※入荷状況により、内容が一部変更になることがあります。※売り切れの場合はご容赦ください。※営業時間が変更となる場合がございます。ご来店の際は各店舗にお問い合わせください。

和食のお弁当で心も体
もホッとしたい!

甘く焼いた豚肉で

ご飯がすすむ!

夕飯は家族で
わいわい

食べたい!

頑張った日の夕飯に

ざくろのすき焼!
これからの季節に

スパイシーなタコライス
!

黒毛和牛と蒸し雲丹が

         ゴージャス!

疲れた体に優しい夕飯
を!

ステーキが入った幕の
内弁当!

お寿司やさん自慢のネ
タをご自宅で!

うな重が2,000円以下
で食べられる!

おつまみにもGOODな
お弁当!

14,580円相当のメニュ
ーが3,780円もお得!

ひとめぼれスイーツで
自分にご褒美!

画像はイメージです。

赤坂璃宮の味を夕飯の
一品に!


