
akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION
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34Vol.

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
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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。

食べてみたくなるうまい肉、あります｡
食べたくなるほど肉らしい｡
I LOVE MEAT 2022 

肉を愛するあなたへ。
NEW SHOP OPEN!! 赤坂Bizタワー SHOPS &DININGに、待望のラーメン店、老舗紳士靴店の2店舗が登場!!お食事、お買い物の楽しみがますます広がります!!

● 特設セゾンカードカウンター 1F  赤坂 富貴貫  横

2/23水～2/26土
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三井ショッピングパークカード≪セゾン≫入会キャンペーン
赤坂Bizタワーだけの限定企画！

三井ショッピングパーク公式ページの LINEお友達追加いただいた方限定！
【入会金・年会費永年無料!!】 三井ショッピングパークカード《セゾン》新規ご入会で

4,000円相当プレゼント！最
大

※館内でご利用いただけるお買物券1,000円分＋カード入会と同時にアプリde支払いご登録完了1,000
円分＋カード発行後ご請求時1,500円分キャッシュバック＋三井ショッピングパーク公式通販サイト
&mallでのクレジット払いご利用で500円分キャッシュバックいたします。※上記特典は、アメリカン・エキ
スプレスⓇカード(年会費無料)のお申込みの場合となります。

開催期間／2月21日（月）～3月25日（金）
開催場所／赤坂Bizタワー SHOPS & DINING 2F

赤坂今昔写真展
「赤坂」の街や人々の営みを貴重な写真でたどる写真展開催！

赤坂今昔写真展が赤坂Bizタワー SHOPS & DINING ２Fにて
開催されます。古地図や年表、昔の赤坂を記録した貴重な写
真と、現在の姿を比べながら、赤坂の歴史を知ることができる
展示となっています。

写真や古地図、年表でたどる｢赤坂」の今と昔

昭和28年10月 テレビ局舎 着工前の赤坂台

TBS会館のない全景

戦前の赤坂は軍の施設が多く存在しており、現
在のTBS放送センターの場所には、近衛歩兵第
三聯隊の兵舎がありました。そこから、テレビ
塔とテレビ局舎の建設や、赤坂サカスの開業、
現在の「赤坂エンタテインメント・シティ構想」ま
での変遷をたどります。

TBSと赤坂の歴史

昭和30年1月17日テレビ局舎完成 TBS会館とゴルフ場

赤坂の商店街と街並み

一ツ木通り、鈴降横丁、田町通り、みすじ通りな
ど、赤坂の街は今なおその名を残す魅力あふ
れる商店街が人々の暮らしを支えてきました。
一ツ木通りは寺社や縁日、商店が共存する賑や
かな通りでした。今と昔の写真を比べながら、
当時の街を知ることができます。

一ツ木通り

氷川神社と赤坂の祭

江戸幕府第8代将軍徳川吉宗公の命より建立
された社殿を今に残す氷川神社は、赤坂の
人々に「氷川さん」と呼ばれる身近な存在です。
江戸時代より続く赤坂氷川神社の祭礼「赤坂氷
川祭」の様子とともに、昔を振り返ります。

昭和11年祭奉祝手古舞連

「2021年はどんなかんじ？あなたの今年の漢字」
オリジナル漢字創作部門 優秀作品発表!!

昨年末に実施された「2021年はどんなか
んじ？ あなたの今年の漢字」。たくさんご
応募いただき、誠にありがとうございまし
た。その中から、オリジナル漢字創作部門
の優秀作品が館内にて発表されています！
ぜひ、ご覧ください!

たくさんの応募作品から厳選!!2021年はどんなかんじ？

あなたの

今年の

漢字
発表場所 1F    grigio la tavola、赤坂 富貴貫  向かい
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赤坂Bizタワーで景品交換！ 赤坂・青山SDGsウィーク開催！
赤坂・青山地域のさまざまな年代の皆さんが一緒に楽しめるイベント

「ＳＤＧｓ」をテーマにしたスタンプラリー開催!地域の施
設や赤坂地区総合支所等の事業を知りながら、さまざ
まな年代の方々が一緒に楽しめるイベントがたくさん!
イベントに参加してスタンプを集めよう! 参加できるイベントなど最新情報はこちらをチェック!

港区ＨＰ
赤坂地区
総合支所
twitter

景品交換期間 ２月23日（水・祝）～26日（土）の４日間
時間 9：00～17：00
場所 2F「東京赤坂 やぶそば」横

本件に関するお問い合わせ先
「赤坂・青山多世代交流促進事業」赤坂地区総合支所管理課管理係
TEL.03-5413-7014 ※新型コロナウィルス感染状況により内容の変更・縮小・中止する場合がございます。

塩ラーメン 850円

RAMEN 百舌鳥 ［ラーメン］NEW
OPEN!

日本一の生醤油をベースに、数種類のリ
キュールと赤ワインで仕上げた芳醇な味わ
いの醤油、厳選した塩と白醤油、これに白ワ
インと白ワインビネガー、柑橘の酸味を加
えて他では出会えない唯一無二の味わい
に仕上げた塩、どこまでも澄んだダブル
スープを目指して作ったスープ、国産小麦
を使用した特注麺。風味、味わい、喉越し、
全てにこだわり抜いた一杯を、ぜひお楽し
みください。

3 1
【TUE】

B1F

[営業時間］全日／11：00～23：00（L.O.22：30）
TEL.03-6277-8238

Berwick1707は、スペインで誕生した
レザーシューズブランドです。
英国のクラシックテイストとイタリアやフ
ランスの色気を上手く融合させたスペイ
ンらしいバランスの取れたデザインは、
欧州を中心に高い評価を得ています。
Berwick AKASAKAは、Berwick1707
のオフィシャルショップになります。

Berwick AKASAKA
[レザーシューズ、ベルト、ソックス、ケア用品］

NEW
OPEN!

3月
下旬

1F

※予告なく変更や中止となる場合がございます。詳しくはHPをご参照ください。

「赤坂Bizタワー」、「東急プラザ赤
坂」、「東京ガーデンテラス紀尾井
町」の施設内に設置されたQRコー
ドを読み込んで、施設ごとのデジタ
ルスタンプを全て集めると、抽選で
2,000円分のお買い物券が当たり
ます！おなじみのお店はもちろん、
この機会にまだ行ったことがない
お店もめぐってみては。

詳しくは
キャンペーンHPを
ご覧ください!

実施期間 2022年2月中旬～（予定）

2,000円分のお買い物券が当たる!!
街歩きでスタンプを集めよう！

対象店舗で　　　ポイントアップ!さらに！

三井ショッピングパークポイントカード三井ショッピングパークカード《セゾン》

Zoff史上最高の花粉カット率最大99％。
「Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+」がさらに進化!

発売初日で完売店舗続出となった大ヒット商品「Zoff PROTECT 
AIR VISOR ULTRA」。今回、既存モデルを改良し、更にパワーアッ
プさせた「Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+」を発売。
商品化希望の声が多かった「Lサイズ」も加わり、より幅広いお客
様にお選びいただけるようになりました。そして花粉カット率は、
Zoff史上最高のカット率99％(※1)。また、花粉対策だけでなく目
元への飛沫対策としてもご活用いただけます。マスクを併用して
もレンズがくもりにくい防曇レンズを標準装備。マスクとの併用
でも快適にご利用いただけます。
※１：㈱分析センター調べ。Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+ Lサイズでの測定値。
お顔の形状によって個人差があります。

Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+
5,500円 ※度無し防曇レンズ標準搭載

B1F ［営］全日11:00～20:00Zoff



肉、好きですか？ 肉を愛するあなたへ。食べてみたくなるうまい肉、あります。

※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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アツアツのお料理には
紹興酒のソーダ割りが
ベストマッチ！！
ドラゴンハイボール
660円

厚切り牛バラ肉の醤油土鍋煮込み  1,518円
柔らかく煮込まれた厚切りの牛バラ肉とお野菜が土鍋で
グツグツ！チャイニーズシチューとでも言えるような醤油
ベースのソースがたっぷり。
【提供時間】月～金／11：00～L.O.22：00

土・日・祝／11：00～L.O.21：30

梅梅 ［1F］

これが

合う!

きめ細やかな泡、スッキリとした
味わいのキレのあるビール！
タイガービール
780円

シンガポールサテー  1,000円
シンガポールの串焼き。ニンニクと一緒にかぶりつくのが
屋台スタイル！甘い味付けに驚きますが、ニンニクの香り
と辛味が合わさるとたまりません！
【提供時間】全日／17：30～L.O.22：00

シンガポール海南鶏飯 ［B1F］

これが

合う!

鴨にはやっぱり赤ワイン！
厳選された、そばつゆにも
合うワインです。
赤ワイン 550円

合い焼きと赤ワイン  1,650円
厳選された国内産合鴨と白ねぎを香ばしく焼き上げた、やぶ
そばの逸品。脂のコクとあっさりした肉質をフランス西海岸ブ
ルターニュ地方のゲランドの塩でお楽しみください！
【提供時間】全日／11：30～L.O.21：30

東京赤坂 やぶそば ［2F］

これが

合う!

ラテン語で「アルコール中毒による
幻覚症状」という意味のビール。
ついつい飲み過ぎてしまう味わい！
デリリウム・トレメンス
750ml／2,480円
330ml／1,250円

黒毛和牛門崎熟成肉(150g)と山形牛(150g)
グリル食べ比べ  5,390円
国産黒毛和牛山形牛と肉フェス殿堂入りの「格之進」門崎
熟成肉の豪華食べ比べを楽しめる！
【提供時間】全日／17：00～L.O.22：00

デリリウムカフェ レゼルブ ［1F］

ヘリオス酒造のラム樽
で仕上げた、日本最
南端ウイスキー。
くら THE WHISKY
Rum Cask Finish
680円

琉香豚と野菜のせいろ蒸し定食  1,100円
琉香豚と野菜のせいろ蒸し（単品）  880円
飼料に天然ハーブを添加し、より安全を追求して育てられた琉香
豚。｢オレイン酸」を多く含み、口の中で広がる旨味と食欲をそそる
香りが自慢です。鹿児島醤油で合わせた自家製ポン酢でどうぞ！
【提供時間】月～金／11：00～L.O.22：30

土・日・祝／11：00～L.O.21：30

DO-ZO ［B1F］

これが

合う!

豊かな果実味としっかりと
したタンニンが、イベリコ
豚の甘みとよく合います。
エルビンクロ
1,100円

イベリコ豚“プルマ”のプランチャ  2,800円
‶翼"の意味を持つプルマは、肩ロースのかぶりの部分で、イベ
リコ豚1頭から約350ｇほどしか取れない大変貴重な部位。柔
らかくジューシーで、独特の甘みと触感を楽しめます。
【提供時間】全日／17：00～L.O.21：30

MODERN Catalan SPANISH "BIKiNi" ［1F］

これが

合う!

ざくろオリジナル、辛口の
お酒です。
一献  770円
(四合瓶 3,850円）

黒毛和牛しゃぶしゃぶ  7,700円
厳選した霜降りの黒毛和牛ロースを、しゃぶしゃぶで堪
能。胡麻だれはざくろオリジナル。ピリッとした辛味がくせ
になります。
【提供時間】全日／11：30～L.O.21：00

ざくろ ［2F］

これが

合う!

イタリアワインの王様と
称される赤ワイン。奥ゆ
かしく芳醇でしっかりと
した味わい。
フォンタナフレッド
バローロ  1,430円

牛ヒレ肉とフォアグラのロッシーニ  4,290円
牛ヒレにフォアグラ、トリュフ！ボリュームたっぷり、ゴー
ジャスな一品。牛ヒレの旨味、フォアグラとソースの濃厚な
味わい、トリュフの芳醇な香りを贅沢に！
※1日限定 5食
【提供時間】全日／17：00～L.O.21：00

grigio la tavola  ［1F］

食べたくなるほど肉らしい。
I LOVE MEAT 2022 2/9Wed-3/10Thu
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対象店舗2店舗まわって応募! 高級牛肉 または クラフトビールをプレゼント!

「食べたくなるほど肉らしい。I LOVE MEAT 2022」フェア参加店舗にて500円以上のご注文・
お買い上げいただいた方にスタンプ1個押印済みMEAT POINT CARDを配布いたします。
以降、フェア参加店舗にて500円以上のご注文・お買い上げでスタンプを押印!集めるスタンプ
はあと1個だけ!館内設置の応募BOXに投函すると、抽選で素敵なプレゼントが当たります!

2022年2月9日（水）～2022年3月10日（木） 
応募期間

B1F  デリフランス横 ／ 2F  エントランス横  

応募BOX

ざくろ ・ 東京赤坂 やぶそば ・ 梅梅 ・ デリリウムカフェ レゼルブ  ・ grigio la tavola  ・ MODERN Catalan SPANISH“BIKiNi”  ・ DO-ZO ・  シンガポール海南鶏飯対象店舗

賞品
A賞／ざくろ 【しゃぶしゃぶ】 お肉4種食べ比べセット 2 名様
B賞／デリリウムカフェ レゼルブ 【クラフトビール】 6本セット 9 名様
C賞／三井ショッピングパークアーバン お買い物券 2,000円分 29名様

MEAT POINT CARD

政府および自治体の協力要請などにより、営業状況や営業時間など、急遽変更させていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。ご来店の際は各店舗へ直接お問い合わせください。

対象店舗で　　　ポイントアップ! 詳しくはHP､店頭POPをご覧ください！さらに！


