
akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION

幻想的な雪景色を連想させるホワイト＆ブルーをテーマに、氷の女王をイメージしたティアラや、ゆきだるまやトナ
カイをイメージしたスイーツをご用意しました。ロマンチックな白亜の大邸宅、豪華な調度品やシャンデリアがかが
やく空間で雪の世界に冒険に出かけるような、非日常のひとときをお楽しみください。

開催日・時間
●2部開催／12時・15時
12月3,4,10,17,24日,1月7,8,10,14,21,28,30日
●1部開催／12時のみ
12月5,25,1月9,16,22日
●1部開催／15時30分のみ
12月18,19日,1月29日

｢フローズンプリンセスアフタヌーンティ」ご予約受付中!!

「フローズンプリンセスアフタヌーンティー」開催！
大人気のアフタヌーンティーで非日常のひとときを楽しんで！

▲フローズンプリンセスのドレス
ケーキはオプションでご注文。
1,500円

｢フローズンプリンセスアフタヌーンティ」 お一人様4,500円（税金・サービス料込み）

1F ［営］完全予約制・要問合せ ［TEL］03-3568-8651赤坂 アプローズスクエア迎賓館

ご予約・詳細は
赤坂アプローズスクエア迎賓館
ホームページから！
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33Vol.

アクセス

住所

〒107-6301 東京都港区赤坂5丁目3番1号

※2022年1月23日（日）は法定点検のため全館休業いたします。

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Bizタワー
SHOPS & DINING
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TBS赤坂ACTシアター
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。

2021-2022
2022年

2月20日（日）
まで

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“映える”Snow Bearも登場!

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に加え、今年はシロクマ+雪だるまをモチーフに
したオブジェ、Snow Bearも登場！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。
●点灯時間 16：00～24：00
●光と音の演出 17：00～／17：30～／18：00～／18：30～／19：00～／
19：30～／20：00～／20：30～／21：00～／(毎回約10～15分）

点灯式開催! 11月19日（金） 16:30頃～（予定）  人気キャラクターが点灯式に登場!

おうちで楽しむクリスマスパーティーに！
赤坂Bizタワーおすすめのテイクアウト&アイテム

家パdeプレミアム！
うち

4,600円「シロ」、9,600円「クロ」コーナーを展開！Zoff BLACK FRIDAY
メガネの下取りキャンペーン実施中！12/31まで

｢BLACK」にちなんだ最大47%オフのスペシャルプライス！
4,600円（税込・セットレンズ代込）「シロ」コーナー
9,600円（税込・セットレンズ代込）「クロ」コーナー
軽さを追求した細身フレームの「ULTRA LIGHT」シリーズや、ビ
ジネスシーンに活躍のメタルフレームを4,600円（税込・セットレ
ンズ代込）にて、柔軟性が高く掛け心地に優れた「Zoff SMART」
シリーズや、頭部を360度包み込みホールドする「Zoff SPORTS 
SLIDE TYPE」などを9,600円（税込・セットレンズ代込）「クロ」
にて販売いたします。

Zoff、2021年のBLACK FRIDAYは、
お得な商品を豊富にラインアップ。

※画像はイメージです。※価格は全て税込表記になります。
※数量限定につき、なくなり次第終了とさせていただきます。お取り置きはで
きません。

＜開催期間＞
11/26～11/28

期間中に新しくメガネ（パッケージ商品含む）・サングラスをご購
入いただく際、他社のメガネや壊れたメガネなど、不要になったメ
ガネの下取りで本体価格から550円を値引きいたします。

他社のメガネも壊れたメガネも下取りで550円OFF！

B1F ［営］全日11:00～20:00Zoff

※Zoff以外の他社のメガネも、下取りいたします。
※下取り1本につき、税込3,300円以上の新しいメガネ・サングラス・パッケー
ジ1本の本体価格より値引きいたします。

※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。

※オンラインストアは対象外です。・未成年の方の場合は、保護者の方のご承
諾が必要です。

※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。

赤坂Bizタワー SHOPS & DININGでは、TBS赤坂ACTシアターの
公演チケットまたは公演後の半券をご提示いただくと、各店でお得
なサービスがご利用いただけます。サービス対象店舗、サービス内
容など詳しくはHPをご覧ください！

赤坂大歌舞伎の公演当日のチケットでお得にお食事＆お買い物!!
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チケットで
お得!! お得がいっぱい！対象店舗、サービスなど

詳しくはこちらから！ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING ２Fには、和傘で彩ら
れた「大歌舞伎橋」や、赤坂大歌舞伎の「大型パネル」が
設置され、フォトスポットとしてお楽しみいただけます！
写真を撮って、赤坂大歌舞伎の思い出を残してみません
か？ぜひ公演と共に、赤坂Bizタワーでもお楽しみくだ
さい！

赤坂大歌舞伎フォトスポットが
赤坂Bizタワーに出現!! 11月26日まで

TBS 開局70周年記念 赤坂大歌舞伎
赤坂Bizタワー、赤坂商店会でさらに楽しめます！ パネル展示や半券でお得なサービスも！

赤坂の垣根を越えた最新情報をお届けするサイト オール赤坂 街プロジェクト
｢街」のみんなで繋がり「街」の魅力を伝えるオール街プロジェクト
伝統と最新が融合した赤坂をお届け
古くからの文化・芸能が根付き、多くの人と最新の情報が行きかう赤坂。外堀
通りを挟み、国会議事堂をはじめとする官庁街などが集まり、テレビ、音楽、
映画、芸能、出版広告と、時代の先端を行く人たちの集まる街となりました。
多様な魅力を持つ赤坂から地元でなければ知り得ない情報や赤坂の街、赤坂
Bizタワー、TBSなど施設・新旧の垣根を超えたコミュニティーが集まり新た
な取り組みなどの企画や赤坂の魅力・情報を発信します。

オール赤坂

TBS開局70周年記念「赤坂大歌舞伎」
大特集ページ！
赤坂大歌舞伎開催に合わせ、チケットをお持ち
の方にお得なキャンペーンを展開中！赤坂Bizタ
ワーはもちろん、赤坂の街のお得情報やグルメ
情報、おすすめスポットなど特集しています。大
歌舞伎ご観劇の際に、ぜひご活用ください。

赤坂大歌舞伎
大特集

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING
総額100万円！ 「クリスマススクラッチキャンペーン」！

11月19日から、赤坂Bizタワー SHOPS & DININGのご利用でスクラッチカードお配りします!
スクラッチを削ると次回から使えるクーポンが当たるかも!最大2,000円OFFクーポンも！なくなり次第終了なので、
普段のランチ、休日のご家族とのお食事・お買い物などでぜひチャレンジしてみてください！

赤坂Bizタワーでお食事、お買い物でうれしいチャンス！

●赤坂 アプローズスクエア迎賓館 ●赤坂 アプローズスクエア迎賓館 ウエディングサロン
●赤坂おだやかクリニック ●石川デンタルクリニック ●スターバックス コーヒー ●セブン-イレブン
●TSUTAYA ●PDS パーソナルデザインスタジオ

対象外店舗  下記の店舗はスクラッチ配布、当たりクーポンのご利用対象外となります。

ワーカー優待 館内の隠れサンタを探して撮影、お店で見せるとさらにお得!? こちらもチャレンジしてみてください!!

100万円
！

総
額

クリスマス
スクラッチキャンペーン

赤坂Bizタワー SHOPS & DINING

5,000円（税込）未満のご利用でスクラッチカード1枚、
5,000円（税込）以上のご利用でスクラッチカード2枚お配りします!
スクラッチを削ると次回から使えるお得なクーポンが当たるかも!

2021.11.19
▼

なくなり次第
終了

毎年京都・清水寺で発表される今年の漢字1字を予想、またはあなたにとっての今年を象徴するオリジナル漢字1字を
創作して、館内設置の応募用紙にて応募していただくと、予想が当たった方、創作漢字の優秀作品を応募していただ
いた方に、抽選でステキなプレゼントが当たります！

今年の漢字を予想またはあなたにとっての今年の漢字を創作してプレゼントをGET!!

※入賞作品は館内にて発表予定です。※応募用紙は各店舗、または応募BOXに設置しております。※応募部門によって締め切り
が異なります。締め切り以降のご応募は無効となりますのでご注意ください。※ご記入いただいた個人情報・内容は、賞品の発送
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。

2021年 今年の漢字を大予想！＆あなたの今年のオリジナル漢字を創作!?
ステキな賞品が当たる「2021年はどんなかんじ？ あなたの今年の漢字」！ 

応募BOX設置場所 デリフランス横B1F エントランス横2F

今年の漢字 予想部門 今年の漢字を予想して応募用紙に記入、
応募BOXに応募してください！

今年の漢字 予想部門 応募締め切り：2021年12月 12日（日）

今年の漢字 創作部門 あなたにとっての今年は？漢字を創作して表現！
応募用紙に記入、応募BOXに応募してください！

今年の漢字 創作部門 応募締め切り：2021年12月 31日（金）

2015年
＜過去の今年の漢字＞

「安」
2016年
「金」

2017年
「北」

2018年
「災」

2019年
「令」

2020年
「密」

＜例＞ ＜意味＞
ステイホーム

平日の仕事も休日も、自宅で過ごした
一年を表現してみました。休

労

2021年はどんなかんじ？

あなたの

今年の

漢字
賞
品

●今年の漢字予想部門  予想を当てた方の中から抽選で50名様  三井ショッピングパーク アーバン お買物券1,000円
●今年の漢字創作部門  ● PRINCESS Table Grill

● BALMUDA The Pot
● 東京タワートップデッキチケット+オリジナルワイン

その他
豪華賞品が当たる!!



❶

❷

赤坂Bizタワー SHOPS & DININGには、
お家パーティーにぴったりなテイクアウトや
自分へのご褒美、プレゼントにおすすめのアイテムがいっぱい！
老舗の味をお家で。贅沢メニューを自分へのご褒美に。
クリスマスにちょっといいな、をご紹介！

❶

❸
❷

❶ ❷

※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。

家うち

プレミアム！
パde

お家パーティー・贅沢メニューに

自分にご褒美

大切な人へギフト

クリスマスは
お家でパーティー。

季節のオードブル盛り合せ
4,536円 ※お渡し日の前日までに要予約
グラナータ定番のラザニアや、鴨のメディチ家風オレンジ
ソースなどメインのBOXと、人気のオードブルが詰まった
BOXのセット。ぜひパーティーに！
※ご予約販売のみ ※2～3人前
【販売時間】＜11月30日まで＞火～日／11：30～22：00

＜12月1日から＞全日／11：30～22：00
グラナータ ［2F］

要予約

前日
までに

ストロベリー
ショートケーキ（5号）
4,644円
※11月15日～12月19日までに要予約

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15日～12月19日までのご予約とさ
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。
【販売時間】
12月23・24・25日／12：00～20：00
銀座ウエスト ［B1F］

期間限定
販売

要予約

❶デリリウム・トレメンス
Delirium Tremens
<330ml Bottle>660円
<750ml Bottle>1,485円
<5L>8,800円
看板ビールをお家で！5Lの大容量缶でビアマイ
スター気分に！
※5Lはご予約販売のみ

❷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 
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。

❸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 
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
【販売時間】全日／11：30～22：00
デリリウムカフェ レゼルブ ［1F］

要予約

前日
までに

要予約

7日前
までに

Christmas Gift
Kiitos(キートス) RED/PINK
各3,850円
フレッシュなバラ、温かみのある松かさやコットンなどのクリスマス
モチーフをやさしい手触りの器に。花瓶要らずでそのまま飾れます。
※花材は入荷状況により異なります。
【販売時間】月～金／11：00～19：00、土・日・祝／11：00～18：00
青山フラワーマーケット ［1F］

ナンジャモンジャ シロ／ミドリ
各1,430円
謎カワイイ生物ナンジャモンジャのカード
ゲーム。ルールがシンプルで小さいお子
様から遊べ、大人も盛り上がれるおススメ
ゲームです！
【販売時間】月～金／10：00～22：00

土・日・祝／10：00～21：00
TSUTAYA ［B1F］

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。ご家族や仲間との集まりに
スターバックスのコーヒーを楽しんでみませんか？
【販売時間】全日／7：00～21：00
スターバックス コーヒー ［2F］

クリスマスかまくら
2,678円
※12/20～23お渡し分は12/17までに要予約
※12/24～25お渡し分は12/19までに要予約
※予定数量が終わり次第受付終了
ふんわりスポンジとくちどけ良いクリーム。
こだわり卵のカスタードババロア、甘酸っ
ぱい苺ソースと苺を、くちどけの良いクリー
ムで、かまくら状に丸く包み込みました。
※ご予約販売のみ
【販売時間】全日／7：00～23：00
セブン-イレブン［B1F］

期間限定
販売

要予約

中華オードブル  3,240円～
※お渡し日の3日前までに要予約

人気メニューがたっぷり入った中華の盛り合わせ。ご要望に合わせて
お作りすることもできます。お気軽にお問い合わせください。
※ご予約販売のみ ※写真は5,400円
【販売時間】
全日／11：30～20：30
梅梅 ［1F］

要予約

3日前
までに

特選美登利にぎり 2,160円
※要予約 当日予約可

大トロをはじめとする全10貫、うに、いくら、名物の穴子も
入ってお手頃価格。是非ご賞味ください。
※ご予約販売のみ。当日のご予約も可能です。
※大口のご注文の場合は、ぜひ事前予約をご利用ください。
【販売時間】月～土／11：00～21：00

日・祝／11：00～20：00
※土・日・祝の3連休の際の日曜日は、11：00～21：00
梅丘寿司の美登利 ［2F］

予約可
当日

国産牛ロースてり焼弁当  3,780円
※要予約 当日予約可

国産牛ロースを甘辛のてり焼きステーキにした贅沢なお弁当。
ご家庭でざくろの味を楽しめます！
※ご予約販売のみ。当日のご予約も可能です。
【販売時間】全日／11：00～20：30
ざくろ ［2F］

予約可
当日

赤坂みやげ  ❶3,500円／❷5,000円 
歴史と由緒ある「赤坂」を皆さまにもっと知っていただきたい、この
素敵な街にお越しいただきたいという気持ちを込めて、赤坂の名店
の味を集めた「赤坂みやげ」。ギフトにどうぞ。
※売り切れる日もありますので、前日までにご予約いただくと確実です。
【販売時間】全日／11：00～19：00
THE MARKET powered by TBS ［1F］

マリトッツォ
プレーン 450円
ピスタチオ 500円
いちご・マンゴー 550円
※お渡し日の前日までに要予約

ほのかにオレンジ香る、ふんわりした食感
の特製ブリオッシュに、口どけ優しく甘さ
控えめなオリジナルクリームをたっぷり挟
んだイタリアンスイーツ。
※テイクアウトはご予約販売のみ
【販売時間】全日／11：00～23：00
P.C.A. Pub Cardinal Akasaka ［1F］

要予約

前日
までに

あいのり重  2,500円
自店で捌いているからこそ出来るくりから焼きと、絶対の自信を
持った赤坂富貴貫の蒲焼の2種類の味が楽しめる、とってもお得
なうな重。頑張った自分にご褒美はいかがですか？
【販売時間】全日／11：00～21：00
赤坂 富貴貫 ［1F］

ザレチノタイムリンクル
ハンドクリーム  1,980円
モイストクリーム  3,410円
シワを改善する効果が認められた有効成
分ナイアシンアミドを配合。表皮と真皮
へアプローチ。モイストクリームはこれひ
とつでトータルケアができます！
【販売時間】月～金／10：00～21：00

土・日・祝／11：00 ～20：00 
マツモトキヨシ ［B1F］

アフタヌーンティーチケット  11,550円
東京・横浜・京都・大阪の一度は行ってみたい憧れのホテルの中
から好きなホテルをひとつ選んで、お出かけできるアフタヌーン
ティーです。単にスイーツや紅茶を味わうだけでなく、空間ごとそ
の世界を堪能できるひとときを贈れる、スマートなギフトです。
【販売時間】月～金／10：00～22：00

土・日・祝／10：00～21：00
TSUTAYA ［B1F］

illyティラミス  各648円
illyのエスプレッソをたっぷりしみこませたティラミスがテイクア
ウトOKになりました！通常のコーヒーフレーバーにプラスして、い
ちごと抹茶ピスタチオもご用意。自分へのご褒美にいかが？
※各日数量限定
【販売時間】月～金／11：00～22：30、土・日・祝／11：00～22：00
espressamente illy ［B1F］

ayame（アヤメ）
SIPPOU BKVS／SIPPOU DM  各47,300円
ayameは古きよきデザインを踏襲しながら､オリジナリティー溢れる
コレクションを展開する質の高い日本製アイウェアブランド。
人気アイテムをこの機会に。

【販売時間】全日／11：00～19：00
POKER FACE ［1F］

POKER FACEフェスタ　11/19（金）～11/28（日）　
メンバーズ登録で10％off　
(※999.9商品は対象外、レンズ30％off対象）

フランス紅茶とティーポット
フランス紅茶　432円～／ティーポット  2,420円
フランス紅茶専門店アンシャンテから厳選した花屋のカフェらしい
華やかな紅茶を、お持ち帰り用に多種ご用意しました。オリジナル
のクリアなティーポットで淹れていただくと、茶葉とブレンドされた
花々が美しく開きます。ポットは、季節のお花を飾る花瓶としても
お使いいただけます。
【販売時間】全日／8：00～18：00
Aoyama Flower Market TEA HOUSE ［1F］

BIKiNi Especial  5,500円
※お渡し日の前日までに要予約

イベリコ豚赤ワイン煮やアオリイカのプランチャなど人気の
タパス18種と、鯛の出汁だけで炊いたシンプルなパエリアを
セットで。ビキニのスペシャルメニューをご賞味ください。
※ご予約販売のみ ※2～3人前
【販売時間】全日／17：30～21：00
MODERN Catalan SPANISH "BIKiNi" ［1F］

要予約

前日
までに

❶沖縄オードブルセット  2,000円
❷鹿児島オードブルセット  2,000円
❸2段セット  3,800円
※当日予約可 
沖縄、鹿児島料理がそれぞれ詰まったオードブルセット。ついついお酒が進むメニューがずらり！
2段重ねの3,800円のセットもおすすめ。
【販売時間】全日／11：30～21：00
DO-ZO ［B1F］

予約可
当日


