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AKASAKA ILLUMINATION
AKASAKA Biz TOWER SHOPS & DINING

※画像はイメージです。

赤坂 ハリー・ポッターと呪いの子ツリー
赤坂の街がイルミネーションで魔法のような世界に包まれる！

赤坂サカス広場とBizタワーに登場!
赤坂サカスに、舞台『ハリー・ポッターと呪い
の子』とコラボレーションした‶赤坂 ハリー・
ポッターと呪いの子ツリー”が設置されます。
このツリーは高さ11ｍで、本物のもみの木を
使用。また、TBS赤坂BLITZスタジオ横にもホ
グワーツ魔法魔術学校の4寮とコラボレー
ションした4本のツリーも展開されます。

赤坂Bizタワーには
フォトスポットも設置!
赤坂Bizタワー2Fにも赤坂サカスとは違うデ
ザインのツリーが登場。さらに、この冬ならで
はの装飾を施したフォトスポットも同時に設
置されます。
約23万個の電飾を配して舞台の世界観を表
現した幻想的なライトアップとイルミネーショ
ンで、赤坂の街を彩ります。
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Christmas Cake
AKASAKA Biz Tower SHOPS & DINING 2022
定番のケーキからアートのようなケーキまで！

ストロベリー
ショートケーキ（5号）
4,968円
苺、生地、クリームの全てにこだわった
シンプルだけど特別なクリスマス
ショートケーキです。

【販売時間】
12月23・24・25日／13：00～20：00
※11月15日～12月19日までに要予約

要予約・期間限定販売

銀座ウエスト B1F

❶MAISON CACAO メゾンカカオ 監修
CHOCOLAT BERRY 2022 ショコラベリー ／4,838円
赤く艶やかに輝くケーキの中は、甘酸っぱいいちごと香り豊かな
チョコレートのハーモニー。

❷TOSHI YOROIZUKA Sept rêves トシ ヨロイヅカ セット・レーブ 
キャラメルショコラ／4,622円
素材の良さを活かしたなめらかなくちどけのチョコレートケーキ。

【販売時間】
お渡し日：12月20日（火）～23（金）／予約締切：12月17日（土）
お渡し日：12月24日（土）～25（日）／予約締切：12月19日（月）

❶MAISON CACAO メゾンカカオ 監修
CHOCOLAT BERRY 2022 ショコラベリー ／4,838円
赤く艶やかに輝くケーキの中は、甘酸っぱいいちごと香り豊かな
チョコレートのハーモニー。

❷TOSHI YOROIZUKA Sept rêves トシ ヨロイヅカ セット・レーブ 
キャラメルショコラ／4,622円
素材の良さを活かしたなめらかなくちどけのチョコレートケーキ。

【販売時間】
お渡し日：12月20日（火）～23（金）／予約締切：12月17日（土）
お渡し日：12月24日（土）～25（日）／予約締切：12月19日（月）

要予約・期間限定・数量限定販売

セブン-イレブン B1F

プチ・フルール ナポレオン
4,212円
その名の通りケーキの皇帝。幾重にも
重なった自家製パイの間にはカスタード
クリームがたっぷり。

【販売時間】
12月23・24日
※12月18日18：00までに要予約
※電話注文は受け付けておりません。
※店頭にて専用の申込用紙にて承ります。

要予約・期間限定・数量限定販売

マルエツ プチ B1F

トップス チョコレートケーキ
R／2,160円
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。

【販売時間】
全日／11：00～21：00

要予約

グラナータ 2F

❶

❷

akasaka Biz Tower SHOPS & DINING INFORMATION

11/18（金）～12/25（日）
三井ショッピングパークカード《セゾン》

新規入会キャンペーン０年会費 円

詳細は当施設ウェブサイトをチェック

新規入会＆ご
利用で

ウェブにてお申し込み時「お申し込み施設」に当施設を選んでいただいた方のみキャンペーン対象となります。

当施設限定
昨年大好評でしたリサ・ラーソンとのコラボ福袋が2023
年度も発売決定。国内Zoff全店で使用可能な8,800円
分のメガネ券に加え、2023年の干支「兎年」にちなんだ
｢うさぎマイキー」がメガネをかけたオリジナルイラスト
がデザインされた｢ふわふわブランケット」に「卓上カレン
ダー」といった他では手に入らないZoffだけのオリジナ
ルセット。
ブランケットはクッション型に収納でき、3WAY出来る
優れもの。この冬をほっこり暖かくしてくれること間違い
なしのアイテムです。
また、福袋を購入いただいた方限定に抽選キャンペーン
も開催。500名様限定でZoffオリジナル特大メガネマイ
キーの抱き枕が当たります。2023年の運試しにチャレン
ジしてみては？

【店頭発売日】2022年12月20日（火）より
｢Zoff｜LISA LARSON 福袋2023」6,600円

B1F
TEL.03-5574-8550
Zoff

毎年恒例のZoff福袋の発売が決定！「Zoff｜LISA LARSON 福袋2023」

※ご利用にはメンバーズのご登録が必要です。
※その他の割引・ご優待・メンバーズ特典、
メンバーズポイントとの併用は不可となります。 SALE

MAX 50%OFF

POKER FACE 【NEW YEAR SALE】 開催！

1F
TEL.03-5545-6433
POKER FACE

セール対象フレームMAX50％OFFと大変お得なセールです!!
【セール期間】2023年1月2日（月・祝）～

※シューズ、ノベルティーはなくなり次第終了となります。
※他割引サービスとの併用は出来かねます。

1F
TEL.03-5114-5122
Berwick AKASAKA

Berwick AKASAKA ＜CORDOVAN＞SPECIAL OFFER
バーウィックジャパンではコードバン商品のリニューアルに
つき現在展開モデルを特別価格にて販売いたします。最高級
皮革の代名詞であるコードバンは全世界でもなめし工場が少
なく、その希少性や美しい艶感の仕上がりから「革のダイヤ
モンド」とも呼ばれています。一味違う革の質感、艶感のコー
ドバンシューズをこの機会に是非お買い求め下さい。
【数量限定販売】11月21日(月)より
今回コードバン商品をご購入の方にはコードバン専用クリーム、
防水スプレーをプレゼントいたします。

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
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。

クリスマス気分を満喫できるInstagram投稿キャンペー
ンを実施します！赤坂サカスの舞台『ハリー・ポッターと
呪いの子』とコラボレーションした“赤坂 ハリー・ポッ
ターと呪いの子ツリー”、TBS赤坂BLITZスタジオ横のホ
グワーツ魔法魔術学校の4寮とコラボした４本のツリー
も展開されています。舞台の世界観を表現した幻想的な
ライトアップに魅了されるはず。撮影投稿をしてくれた方
の中から抽選で、豪華プレゼントがもらえるチャンス！

【応募条件】
赤坂サカスのツリー写真を、「@ozmall_editors」
｢#クリスマスツリーハント」「#赤坂Bizタワー」をつけて
Instagramに投稿すると抽選で当たる！
【募集期間】
2022年11月24日（木）～12月25日（日）

クリスマスツリーハント
Instagram投稿キャンペーン2022

「#赤坂Bizタワー」賞 三井ショッピングパークアーバン
ペアグルメギフトRED・1万円分（3名様）

概要など詳しくはこちらからキャンペーンサイトをご覧ください。

『映画 ラーゲリより愛を込めての世界』が赤坂Bizにて
12月25日（日）まで開催中！

12月9日（金）に公開予定の二宮和也主演映画「ラーゲリより
愛を込めて」。
その公開を記念した大型展示企画「映画 ラーゲリより愛を込
めての世界」を、赤坂Bizタワー2Fで開催中！
劇中衣裳や当時の貴重な資料など映画を体感できるアイテム
が集結！特製限定ステッカーがもらえるクイズラリーも！

©2022映画「ラーゲリより愛を込めて」製作委員会　©1989 清水香子

【イベント概要】
■期間：2022年11月9日（水）～12月25日（日）
■時間：11：00～19：00
■場所：赤坂Bizタワー SHOPS&DINING

2F 展示スペース



店内・個室をぐるっとWEBで下見できちゃいます!
気になるお店をコチラからチェック！ ▶▶▶▶▶▶▶

2022
PART Y  PLAN

クリスマスパーティー・忘年会は、ちょっと豪華に!
気の合う仲間と少人数で楽しめるプランをご紹介!

AKASAKA Biz TOWER SHOPS & DINING

ご予約 前日までに要予約 3名様～
2F TEL.03-5545-5516梅丘寿司の美登利

宴会コース  4,400円
ボリュームのある美登利の宴会コース

カニみそサラダ・お造り・にぎり・茶碗蒸し・焼き物など全9品
【利用可能時間】全日11：00～21：00（滞在2時間まで）

ご予約のお客様に
瓶ビール3本or烏龍茶2Lの
どちらかサービス

SPECIAL

90分（15分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 4名様～
2F TEL.03-5570-9323広東名菜 赤坂璃宮

赤坂璃宮忘年会プラン  15,000円
フカヒレの姿煮や人気メニュー北京ダックで今年を締めくくる！

焼き物前菜・フカヒレの姿煮・北京ダック・海老のチリソースなど 全7皿
【利用可能時間】月～土 最終入店 昼13：00、夜20：00／日・祝 最終入店 夜19：00まで（滞在2時間まで）

ご予約 前日までに要予約 2～8名様
2F TEL.03-6277-7157東京赤坂 やぶそば

そば遊膳  4,620円
お蕎麦屋さんで粋に楽しむ、12月25日までの限定コース

前菜6種盛り・そばがき・そば寿司・天ぷら盛り合わせ・おそば・甘味など全6皿
【利用可能時間】全日11：00～20：00（滞在2.5時間まで）

ご予約 当日も可
2F TEL.03-3582-6841ざくろ

食べ比べしゃぶしゃぶ定食  14,300円
日本三大和牛の松阪牛とA4等級黒毛和牛の両方を楽しめる

お好みのお通し2品・しゃぶしゃぶ野菜添え・麺・デザート
【利用可能時間】全日11：00～15：00、17：00～22：00

+2,000円／120分（30分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
1F TEL.03-5545-7767il Cardinale PIZZERIA CON CUCINA

Christmas PREFIX COURSE クリスマス プリフィックスコース 5,000円
クリスマス限定のパスタ・メインが楽しめるおすすめコース ※12月25日まで

前菜・パスタ・選べるメイン料理・ドルチェ・コーヒーまたは紅茶
【利用可能時間】全日17：00～20：00（滞在3時間まで）

120分（30分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 3名様～
1F TEL.03-5545-7730デリリウムカフェ レゼルブ

黒毛和牛"山形牛"グリル&ラザニア ベルギークラフトビア忘年会コース  5,000円
【2時間飲み放題】ベルギークラフトビール&スパークリング フリーフロー！

国産黒毛"山形和牛"、低温ローストチキングリル盛り合わせ・ズワイガニいくらの季節野菜のサラダなど全6皿
【利用可能時間】全日11：30～最終退店時刻23：00 ※注意事項などは店舗へお問合せください。

120分（15分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
1F TEL.03-5114-8500MODERN Catalan SPANISH "BIKiNi"

FREE DRINK付きコースプラン  7,500円
ピンチョスをはじめ、BIKiNiの人気メニューが味わえる！

8種類のピンチョス・真鯛のプランチャ・イベリコ豚のロースト・選べるパエリア・デザートなど全6皿
【利用可能時間】全日17：00～20：00（滞在2.5時間まで）

150分（30分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
B1F TEL.03-5545-6873DO-ZO

華会食  4,500円
DO-ZO自慢の旬を味わえるコース

旬魚3種盛り合わせ・天ぷら・沖縄県産琉香豚の焼き物など全7皿
【利用可能時間】全日11：30～23：00（滞在2.5時間まで）

SPECIAL
飲み放題プランに

スパークリングワインを
ボトルサービス

120分（90分前L.O.）飲み放題ご予約 前日までに要予約 2名様～
1F TEL.03-5545-6885grigio la tavola

スタンダードプラン  5,500円
旬の食材を活かしたアペタイザーと選べるパスタなどグリージョを堪能

アペタイザー・選べるパスタ・メイン・本日のドルチェなど全7品
【利用可能時間】全日17：00～20：00（滞在2時間まで）

ご予約 3日前までに要予約
1F TEL.03-6426-5011赤坂 富貴貫

会席膳  月コース10,000円／雪コース13,000円
鰻専門店ならではの、鰻を満喫するコース

うな重又はひつまぶしを含む全6品
【利用可能時間】全日17：00～L.O.19：30

※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。

❶ ❷

大切な人に。自分へのご褒美に。
おすすめのアイテムをご紹介！
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ザ・レチノタイム
❶リンクルクリーム  5,500円
❷リンクパワーセラム  7,700円
シワ改善有効成分「ナイアシンアミド」を配
合したスキンケアシリーズ。お肌をしっとり
包み込み、キメの整ったハリのある肌へ導
きます。
【TEL】03-5574-6172
マツモトキヨシ ［B1F］

「ラヴィット！」
ラッピーぬいぐるみ(大)  5,280円
「ラヴィット！」オリジナルキャラクター「ラッピー」の
大きなぬいぐるみです！触り心地もバツグンです！
ぜひお部屋にいかがでしょうか！
【TEL】03-3505-7836
TBS THE MARKET ［1F］

Venchi ウィンター ミニブック缶  3,750円
イタリアの老舗チョコレート、Venchiの2022年クリスマス限定缶です。
4種12個のチョコレートアソートを、2つのデザイン缶でご用意。
【TEL】03-5545-6977
espressamente illy ［B1F］

ギフト ルーミー ＜Gift ROOMY＞
3,520円
アロマ香るコニファーやシナモンなど、五感に訴える
素材使いのアレンジメント。家で過ごす時間がHAPPY
になるような、ハウス形のオーナメント付き。
※花材は入荷状況により異なります。
【TEL】03-5574-6177
青山フラワーマーケット ［1F］

❶AR46-G  45,100円
❷AR46-A  45,100円
ヴィンテージ眼鏡で世界的に知名度の高いTART OPTICAL社製の
ARNEL（アーネル）を忠実に復刻したモデル。
【TEL】03-5545-6433 
POKER FACE ［1F］

376GOV/DB
35,200円
Berwickサイドゴアブーツ"376"
伸縮性の高いゴアに加え、上質で滑らか
なヨーロッパ生まれのレザーをまとった
〈バーウィック〉大人気サイドゴアブーツ。
定番のカラーから、鮮やかなカラーまで豊
富に取り揃えております。

期間中、先着30名様限定で「Berwickオ
リジナルホースブラシ」をプレゼント！この
機会をお見逃しなく。

【TEL】03-5114-5122 
Berwick AKASAKA ［1F］

❶ハンカチ  1,430円
❷ガラスマグカップ  2,200円
❸エコバッグ  2,090円
❶Hマークが目立つキュートな色合いのタオルハンカチ。
❷忍びの地図の足跡がかわいいマグカップ。
❸便利なポケット収納ができるエコバッグ。持ち手も
太いので使いやすい♪ 
Harry Potter Cafe ［1F］

PCパッケージ  5,500円
お求めやすい価格で、選べる２種類のブ
ルーライトカット率のPCメガネ！機能性
とデザイン、どちらにもご満足いただけ
るPCメガネです。
【TEL】03-5574-8550 
Zoff ［B1F］

ハリー・ポッター
ローブ風ストール  各寮  6,600円
生徒のローブをイメージしたローブ風ストール。内側は各寮のイメージの色に！
ストールとして普段使いができ、実用性が高いアイテムです。胸の位置には紋
章のワッペンブローチがセットになっております。
【TEL】03-6626-7266 
ハリー・ポッター　マホウドコロ ［1F］

❶

❷

❸

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)

数量
限定


