
ご利用期間：2022年12月1日（木）～2023年3月19日（日）  本券は丸の内ポイント対象外です。

●本券は、丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にてご利用いただけます。一部ご利用いただけない店舗がございます。
　詳しくは裏面をご参照ください。 
●商品券、ハガキ、印紙類、その他利用店舗が指定したものにはご利用になれません。詳しくは店舗にてご確認ください。
●ご利用期間を過ぎたものはご利用いただけません。  ●本券はご精算後のご利用はできません。  ●釣り銭はお出しできません。 
●本券の盗難、紛失に関しては、一切その責任を負いかねます。  ●ご利用前に半券を切り取られますと無効となります。  
●コピー・複製・他人への譲渡・転売・換金不可。  ●天災、その他非常事態時には事前告知なしに本券を利用休止にさせていただく場合があります。

￥1,500（税込）以上のお会計時のみ利用可
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付属のクーポン券をご利用の際はお会計時に店舗スタッフまでご提出ください。
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東京まちめぐりクーポン

東京メトロ
24時間券

❶

600大人 円

❸
丸の内・有楽町・大手町

エリア対象店舗で使える

❷

円クーポン1,000
27施設の

145店舗で使える
クーポン

1,000円クーポンは
1,500円以上のお買い物から
ご利用いただけます。

各店舗ご利用時に店舗特典・クーポン付きリーフレットをお店で提示するだけで、割引などのサービスが受けられます！

東京まちめぐりクーポンは払戻しできません。東京メトロ２４時間券は、有効期限内で使用開始前のものに限り、
２２０円の手数料をいただいて、東京メトロ各駅（日比谷線北千住、中目黒、中野、西船橋、代々木上原、和光市、半蔵門線・
副都心線渋谷及び目黒の各駅を除く）及び定期券うりば（中野、西船橋及び渋谷の各定期券うりばを除く）で払戻しいたします。

20233/19 日202212/1木店舗特典・
クーポン利用期間

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京メトロ線の車内や駅構内では不織布マスク等の着用を推奨いたします。また、会話は控えめにしていただくようお願いいたします。
クーポン券対象店舗においては、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保にご協力いただくほか、アルコール消毒、手洗いなどの感染予防にご協力をお願いいたします。
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。2 3! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

丸の内仲通りを歩いてみよう！

今年で21年目を迎える、冬の風物詩と
して街を彩るイベント「丸の内イルミネ
ーション2022」。約1.2kmにおよぶメ
インストリート、丸の内仲通りを中心に、
有楽町駅前の東京交通会館から大手
町仲通りまで丸の内エリア内約340
本を超える街路樹が、シャンパンゴール
ド色のLED約120万球で彩られます。
また昨年7月にグランドオープンし、東
京駅日本橋口前の新しいランドマーク
となった常盤橋タワー前の大規模屋
外広場「TOKYO TORCH Park」でも
同時に点灯します。

丸の内仲通りのイルミネーションはもちろん、三菱一号館美術館や周辺には東京駅や皇居など、
まちめぐりを楽しめるフォトスポットがたくさん！

丸の内イルミネーション2022

期　　間：開催中～2023年2月19日（日）
点灯時間：15：00～23：00 ※12月は15：00～24：00まで点灯予定
会　　場：丸の内仲通り、大手町仲通りほか

仲通り

丸ビル前 常盤橋

本誌紹介の店舗特典のほかに、丸の内・有楽町・大手町エリアの
対象施設で使える「丸の内1,000円OFFクーポン」をご用意！ 店舗特典がご利用できる施設 ※対象店舗はP.6~P.15、P.24をご参照ください。

「丸の内1,000円OFFクーポン」がご利用できる施設 ※対象店舗はP.27をご参照ください。店舗特典・クーポン利用期間

ザ ロイヤルパーク
キャンバス 銀座コリドー

2023年3月19日（日）まで
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。4 5! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

丸ビル開業20周年・新丸ビル開業15周年のアニバーサリーイヤーを記念して、
館内では、さまざまなイベントやキャンペーンを開催中！ 丸ビル3・4階には、多様なライフスタイルを提案する

複合型書店「TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI」が12月15日(木)にオープン！
その他注目のNEW SHOPも続々登場！

また2023年春にかけて、順次リニューアル！ アップデートし続ける丸ビル・新丸ビルにご期待ください！

お弁当やお惣菜はもちろん新業態のスイーツやおもたせなど
バラエティ豊かなラインアップをお楽しみに！

「SHARE LOUNGE」を併設してお
り、ライフスタイルや用途に合わせて
充実の時間をお過ごしいただけます。

屋外テラスはバーカウンターやソファ席
などを新設し、エリアによって様 な々シーン
で楽しめる空間に！ お手洗いは緑と黄色
の光に包まれた、記憶に残る特別な空
間へと生まれ変わります。

3,000円（税込）以上

6,000円（税込）以上

50,000円（税込）以上

1時間

2時間

最大24時間

お買い上げ金額
（1店舗あたり）

2023年春、新しく生まれ変わります！

［お問合せ］丸の内パークイン ☎03-3212-0808　https://www.marunouchi.com/page/park-in/

お問合せ／丸の内コールセンター 受付時間 11:00～21:00（日・祝・連休最終日は～20:00）☎03-5218-5100

駐車場「丸の内パークイン」のご案内
丸の内パークインは、大手町から丸の内、有楽町エリアをカバーする約4,800
台の駐車場です。各店舗でのお支払い時に駐車券をご提示になり、割引券を
お受け取りください。さらに三菱地所グループCARD及び丸の内カード・丸の
内ポイントアプリをお持ちの方は最初の1時間サービスがご利用いただけま
す。ぜひご利用ください。詳細は丸の内パークインサイトをご確認ください。

丸の内ポイントアプリでも丸の内の駐車場が1時間無料に！
大手町から丸の内、有楽町エリアをカバーする駐車場「丸の内パークイン」の
ご利用を、最初の1時間サービス。くわしくは丸の内ポイントアプリをご覧ください。

大切な人への贈り物に、久しぶりに会えるあの人に、そして自分へのご褒美に。
とっておきがきっと見つかる、ショコラ＆スイーツが丸ビル1階・マルキューブに大集結！
期間中、催事会場内の専用カウンターにて配送無料キャンペーンも実施予定の
ため、遠く離れた大切な方への贈り物もお探しいただけます。
ぜひ今年のバレンタイン＆ホワイトデーは丸の内でお気に入りのショコラ＆スイーツ
を見つけてみては。

バレンタイン販売催事　2023年2月3日（金）～2月14日（火）（予定）
ホワイトデー販売催事　2023年3月8日（水）～3月14日（火）（予定）

※スケジュールは予告なく変更になる可能性がございますこと予めご了承ください。

丸の内バレンタイン＆ホワイトデーマーケット2023

そのほか丸の内エリアの最新情報はこちら！

最新キャンペーン・
新店情報は
こちらをチェック！

丸ビル3・4F NEW
OPEN!

1215木

新丸ビル7階「丸の内ハウス」
2023年春にリニューアル予定！

ただいまクローズ中の丸ビルB1Fフードゾーン
「マルチカ」が全面リニューアル予定！

「集い、想い、閃く書店」を
コンセプトに12月15日(木)に
丸ビル3・4階にNEW OPEN！

※画像はすべてイメージです。
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。6 7! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。
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■1 03-5220-2701

特典内容

Sens & Saveurs
丸ビル 35F｜フランス料理02

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)

■1 03-5220-4011

特典内容

AUXAMIS TOKYO
丸ビル 35F｜フランス料理・ワインバー03

Menu Collection
(14,300円(税込))ご注文の方、

ドリンク1杯サービス
・サービスドリンクはロゼスパークリング
  かノンアルコールカクテルからお選び
  いただけます
・リーフレット提示につき対象メニュー
  ご注文の方全員ご利用可

■1 03-5288-7070

特典内容

グリル満天星 麻布十番
丸ビル 5F｜洋食レストラン08

お食事1,500円(税込)以上
ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1回限り
  ご利用可（1名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6259-1667

特典内容

ひつまぶし名古屋備長 丸ビル店
丸ビル 6F｜ひつまぶし06

お食事5,000円（税込）以上ご利用の方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （6名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-0029

特典内容

モリタ屋
丸ビル 35F｜すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼き・ステーキ01

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき１グループ全員
  1回限りご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-6256-0404

特典内容

どん 薩摩
丸ビル 6F｜本格焼酎とかごしま料理05

お食事ご利用の方、

800円(税込)以下の
ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-6256-0455

特典内容

SPICE BISTRO B
丸ビル 5F｜ビストロ12

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1名様まで
  ご利用可

■1 070-2672-8913

特典内容

ミハエル ネグリン
丸ビル 4F｜服飾雑貨・ライフスタイルグッズ16

お買物の代金から

10％OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-5221-8331

特典内容

RISTORANTE HiRo CENTRO
丸ビル 35F｜イタリア料理04

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・ディナータイムのみご利用可
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-3240-1020

特典内容

灘の酒と和食 御影蔵
丸ビル 6F｜和食07

お食事ご利用の方、

・リーフレット提示につき1グループ全員
  ご利用可

ドリンク1杯サービス

■1 03-5220-2400

特典内容

KUA `AINA
丸ビル 5F｜グルメハンバーガー09

お食事ご利用の方、

ソフトドリンク
1杯サービス

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （2名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-2588

特典内容

銀座和館 椿屋茶房
丸ビル 5F｜カフェ10

お食事1,500円(税込)以上
ご利用の方、

10％ＯＦＦ
・リーフレットはお会計時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
   （4名様まで）

■1 03-5220-3391

特典内容

LOISIR d’or
丸ビル 4F｜レディス・服飾雑貨17

11,000円(税込)以上
お買上げの方、お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （3名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3667

特典内容

Queensway丸ビル
丸ビル 4F｜サービス（リラクゼーション）14

5,500円（税込）以上ご利用の方、
お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき2名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません
・オプションコースは対象外となります

■1 03-5221-8120

特典内容

加圧ビューティーテラス 丸の内店
丸ビル 4F｜パーソナルエクササイズ＆エステ15

各種初回体験ご利用の方に

ミネラルバスソルト
「オリゴメールピュア」
1包プレゼント

・数量限定先着50名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （2名様まで）

■1 03-3215-0004

特典内容

JINS 丸の内店
丸ビル 3F｜メガネ・サングラス18

お買上げの方に

メガネ用クリーニング
ペーパープレゼント
・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3043

特典内容

 タピエスタイル art&accessory
丸ビル 3F｜クリエーターズアクセサリー 19

5,500円（税込）以上お買上げの方に

オリジナルギフトボックス
1点プレゼント

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5224-6558

お食事ご利用の方、

10％OFF
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき2名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

特典内容

ゴドノフ東京 丸ビル店
丸ビル 5F｜ロシア料理・ロシアンバル11

■1 03-5220-3976

特典内容

TAYA
丸ビル 4F｜美容室13

6,000円（税込）以上ご利用の方に

Aujuaホームケア剤
プレゼント

・数量限定先着30名様
・リーフレット1部につき1名様まで
  ご利用可

丸ビル

丸ノ内線東京駅より直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より直結

〒100-6390 東京都千代田区丸の内2-4-1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター 03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス
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休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。6 7! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-5220-2701

特典内容

Sens & Saveurs
丸ビル 35F｜フランス料理02

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)

■1 03-5220-4011

特典内容

AUXAMIS TOKYO
丸ビル 35F｜フランス料理・ワインバー03

Menu Collection
(14,300円(税込))ご注文の方、

ドリンク1杯サービス
・サービスドリンクはロゼスパークリング
  かノンアルコールカクテルからお選び
  いただけます
・リーフレット提示につき対象メニュー
  ご注文の方全員ご利用可

■1 03-5288-7070

特典内容

グリル満天星 麻布十番
丸ビル 5F｜洋食レストラン08

お食事1,500円(税込)以上
ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1回限り
  ご利用可（1名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6259-1667

特典内容

ひつまぶし名古屋備長 丸ビル店
丸ビル 6F｜ひつまぶし06

お食事5,000円（税込）以上ご利用の方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （6名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-0029

特典内容

モリタ屋
丸ビル 35F｜すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼き・ステーキ01

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき１グループ全員
  1回限りご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-6256-0404

特典内容

どん 薩摩
丸ビル 6F｜本格焼酎とかごしま料理05

お食事ご利用の方、

800円(税込)以下の
ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-6256-0455

特典内容

SPICE BISTRO B
丸ビル 5F｜ビストロ12

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1名様まで
  ご利用可

■1 070-2672-8913

特典内容

ミハエル ネグリン
丸ビル 4F｜服飾雑貨・ライフスタイルグッズ16

お買物の代金から

10％OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-5221-8331

特典内容

RISTORANTE HiRo CENTRO
丸ビル 35F｜イタリア料理04

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・ディナータイムのみご利用可
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-3240-1020

特典内容

灘の酒と和食 御影蔵
丸ビル 6F｜和食07

お食事ご利用の方、

・リーフレット提示につき1グループ全員
  ご利用可

ドリンク1杯サービス

■1 03-5220-2400

特典内容

KUA `AINA
丸ビル 5F｜グルメハンバーガー09

お食事ご利用の方、

ソフトドリンク
1杯サービス

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （2名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-2588

特典内容

銀座和館 椿屋茶房
丸ビル 5F｜カフェ10

お食事1,500円(税込)以上
ご利用の方、

10％ＯＦＦ
・リーフレットはお会計時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
   （4名様まで）

■1 03-5220-3391

特典内容

LOISIR d’or
丸ビル 4F｜レディス・服飾雑貨17

11,000円(税込)以上
お買上げの方、お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （3名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3667

特典内容

Queensway丸ビル
丸ビル 4F｜サービス（リラクゼーション）14

5,500円（税込）以上ご利用の方、
お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき2名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません
・オプションコースは対象外となります

■1 03-5221-8120

特典内容

加圧ビューティーテラス 丸の内店
丸ビル 4F｜パーソナルエクササイズ＆エステ15

各種初回体験ご利用の方に

ミネラルバスソルト
「オリゴメールピュア」
1包プレゼント

・数量限定先着50名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （2名様まで）

■1 03-3215-0004

特典内容

JINS 丸の内店
丸ビル 3F｜メガネ・サングラス18

お買上げの方に

メガネ用クリーニング
ペーパープレゼント
・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3043

特典内容

 タピエスタイル art&accessory
丸ビル 3F｜クリエーターズアクセサリー 19

5,500円（税込）以上お買上げの方に

オリジナルギフトボックス
1点プレゼント

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5224-6558

お食事ご利用の方、

10％OFF
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき2名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

特典内容

ゴドノフ東京 丸ビル店
丸ビル 5F｜ロシア料理・ロシアンバル11

■1 03-5220-3976

特典内容

TAYA
丸ビル 4F｜美容室13

6,000円（税込）以上ご利用の方に

Aujuaホームケア剤
プレゼント

・数量限定先着30名様
・リーフレット1部につき1名様まで
  ご利用可

丸ビル

丸ノ内線東京駅より直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より直結

〒100-6390 東京都千代田区丸の内2-4-1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター 03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）
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●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。8 9! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-5288-7829

特典内容

Banksia ～World Wine & Australian Bistro～
新丸ビル 6F｜ワインバー＆ビストロ02

お食事3,000円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクはシグネチャーカクテル
  よりお選びいただけます
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （2名様まで）
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-6206-3928

特典内容

ECCO 新丸の内ビル店
新丸ビル 4F｜服飾雑貨05

11,000円(税込)以上お買上げの方に

今治タオルプレゼント
・数量限定先着32名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります

■1 03-6810-0170

特典内容

HANWAY 丸の内店
新丸ビル 4F｜服飾雑貨06

11,000円(税込)以上お買上げの方、
お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3884

特典内容

DESCENTE BLANC 丸の内
新丸ビル 4F｜服飾雑貨07

20,000円（税込）以上
お買上げの方、

オリジナルバッグ
プレゼント

・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-5224-3122

特典内容

COCOSHNIK
新丸ビル 3F｜ジュエリー・アクセサリー08

33,000円（税込）以上
お買上げの方、お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6273-4130

特典内容

一〇八抹茶茶廊 新丸の内ビル店
新丸ビル B1F｜抹茶ドリンク・抹茶スイーツ10

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5224-8677

特典内容

GALERIE VIE
新丸ビル 2F｜レディス09

お買上げの方に

ギャルリー・ヴィー
オリジナルノートブック

プレゼント
・数量限定先着10名様
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-3215-1333

特典内容

スープ ストック トーキョー 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ B1F｜スープ・カレー05

スープストックセット
ご注文のお客様、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-6812-2122

特典内容

THE CITY BAKERY BISTRO 
RUBIN 丸の内オアゾ

丸の内オアゾ B1F｜魚と野菜の石窯ビストロ04

お食事ご利用の方、

セットドリンク
1杯サービス

・ランチ利用時のみご利用可
  (カフェラテは対象外)
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （2名様まで）

■1 03-5221-5566

特典内容

ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 6F｜九州・沖縄料理01

お食事1,500円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクは生ビール、サワー、ハイボール、
  ソフトドリンクの中からお選びいただけます
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-5500

特典内容

古奈屋 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F｜カレーうどん02

■1 03-5220-2278

特典内容

WACOAL The Store 丸の内店
丸ビル B1F｜ランジェリー20

お買上げの方に

ナイトビージェルの
サンプルプレゼント
・数量限定先着30名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (3名様まで)

■1 03-5288-7828

特典内容

Wattle Tokyo
新丸ビル 6F｜モダンオーストラリア料理01

お食事3,200円(税込)以上ご利用の方、

店舗指定の
ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-6269-9435

特典内容

焼鳥・ジビエ・ワイン 鳥歐
新丸ビル 5F｜焼鳥・ジビエ・ワイン03

お食事1,100円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6269-9017

特典内容

ZEALANDER by TERRA
新丸ビル 5F｜モダンニュージーランド料理04

お食事5,000円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・サービスドリンクはハウスワイン
  スパークリング(赤または白)または
  ソフトドリンクからお選びいただけます
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
   はできません

■1 03-5252-7741

特典内容

パブス 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 1F｜メンズ服飾雑貨03

5,500円（税込）以上お買上げの方に

シルク100%イタリア製
プリント生地を使った

ポケットチーフ(日本製)プレゼント
・数量限定先着30名様
リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)

■1 03-6269-9110

特典内容

銀座 十時 丸の内店
丸の内ブリックスクエア 3F｜マジックバー01

お食事15,400円（税込）以上
ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・ディナータイムのみご利用可
・リーフレット提示につき10名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

お食事ご利用の方、

ウーロン茶
1杯サービス

・リーフレット提示につき3名様までご利用可

新丸ビル

丸ノ内線東京駅より直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩２分
〒100-6590 東京都千代田区丸の内1‐5‐1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住
アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内オアゾ

丸ノ内線東京駅より直結/東西線大手町駅より直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐6‐4
・B1F・1F・2F 飲食・食物販：9:00～21:00　物販・サービス：10:00～21:00　コンビニエンスストア：6:00～24:00
・5F～6F 飲食：11:00～23:00　・1F～4F 書籍・文具：9:00～21:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内ブリックスクエア

丸ノ内線東京駅地下道直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩3分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2‐6‐1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

※一部店舗は最大28:00まで営業 ※一部店舗は営業時間が異なります。

見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。8 9! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-5288-7829

特典内容

Banksia ～World Wine & Australian Bistro～
新丸ビル 6F｜ワインバー＆ビストロ02

お食事3,000円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクはシグネチャーカクテル
  よりお選びいただけます
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （2名様まで）
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-6206-3928

特典内容

ECCO 新丸の内ビル店
新丸ビル 4F｜服飾雑貨05

11,000円(税込)以上お買上げの方に

今治タオルプレゼント
・数量限定先着32名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります

■1 03-6810-0170

特典内容

HANWAY 丸の内店
新丸ビル 4F｜服飾雑貨06

11,000円(税込)以上お買上げの方、
お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6206-3884

特典内容

DESCENTE BLANC 丸の内
新丸ビル 4F｜服飾雑貨07

20,000円（税込）以上
お買上げの方、

オリジナルバッグ
プレゼント

・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-5224-3122

特典内容

COCOSHNIK
新丸ビル 3F｜ジュエリー・アクセサリー08

33,000円（税込）以上
お買上げの方、お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6273-4130

特典内容

一〇八抹茶茶廊 新丸の内ビル店
新丸ビル B1F｜抹茶ドリンク・抹茶スイーツ10

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5224-8677

特典内容

GALERIE VIE
新丸ビル 2F｜レディス09

お買上げの方に

ギャルリー・ヴィー
オリジナルノートブック

プレゼント
・数量限定先着10名様
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-3215-1333

特典内容

スープ ストック トーキョー 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ B1F｜スープ・カレー05

スープストックセット
ご注文のお客様、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき1名様までご利用可

■1 03-6812-2122

特典内容

THE CITY BAKERY BISTRO 
RUBIN 丸の内オアゾ

丸の内オアゾ B1F｜魚と野菜の石窯ビストロ04

お食事ご利用の方、

セットドリンク
1杯サービス

・ランチ利用時のみご利用可
  (カフェラテは対象外)
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （2名様まで）

■1 03-5221-5566

特典内容

ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 6F｜九州・沖縄料理01

お食事1,500円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクは生ビール、サワー、ハイボール、
  ソフトドリンクの中からお選びいただけます
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-5220-5500

特典内容

古奈屋 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F｜カレーうどん02

■1 03-5220-2278

特典内容

WACOAL The Store 丸の内店
丸ビル B1F｜ランジェリー20

お買上げの方に

ナイトビージェルの
サンプルプレゼント
・数量限定先着30名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (3名様まで)

■1 03-5288-7828

特典内容

Wattle Tokyo
新丸ビル 6F｜モダンオーストラリア料理01

お食事3,200円(税込)以上ご利用の方、

店舗指定の
ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  （1名様まで）
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-6269-9435

特典内容

焼鳥・ジビエ・ワイン 鳥歐
新丸ビル 5F｜焼鳥・ジビエ・ワイン03

お食事1,100円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6269-9017

特典内容

ZEALANDER by TERRA
新丸ビル 5F｜モダンニュージーランド料理04

お食事5,000円(税込)以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・サービスドリンクはハウスワイン
  スパークリング(赤または白)または
  ソフトドリンクからお選びいただけます
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
   はできません

■1 03-5252-7741

特典内容

パブス 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 1F｜メンズ服飾雑貨03

5,500円（税込）以上お買上げの方に

シルク100%イタリア製
プリント生地を使った

ポケットチーフ(日本製)プレゼント
・数量限定先着30名様
リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)

■1 03-6269-9110

特典内容

銀座 十時 丸の内店
丸の内ブリックスクエア 3F｜マジックバー01

お食事15,400円（税込）以上
ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・ディナータイムのみご利用可
・リーフレット提示につき10名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

お食事ご利用の方、

ウーロン茶
1杯サービス

・リーフレット提示につき3名様までご利用可

新丸ビル

丸ノ内線東京駅より直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩２分
〒100-6590 東京都千代田区丸の内1‐5‐1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住
アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内オアゾ

丸ノ内線東京駅より直結/東西線大手町駅より直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐6‐4
・B1F・1F・2F 飲食・食物販：9:00～21:00　物販・サービス：10:00～21:00　コンビニエンスストア：6:00～24:00
・5F～6F 飲食：11:00～23:00　・1F～4F 書籍・文具：9:00～21:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内ブリックスクエア

丸ノ内線東京駅地下道直結/千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩3分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2‐6‐1
・ショップ 平日・土曜：11:00～21:00/日曜・祝日：11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

※一部店舗は最大28:00まで営業 ※一部店舗は営業時間が異なります。

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。10 11! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービス内容を併用すること
  はできません

■1 03-6269-9351

特典内容

Baru＆Bistro ＊ musiQ “mood board”
丸の内ブリックスクエア 3F｜バール＆ビストロ＊ミュージック02

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス

・割引金額は最大5,000円までとなります
・リーフレット提示につき12名様までご利用可
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-5220-1923

特典内容

アンセンブル バイ マイ ハンブル ハウス
丸の内ブリックスクエア 3F｜エスニック・パブラウンジ03

お食事1,000円（税込）以上
ご利用の方、

10％ＯＦＦ

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （10名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-5293-7588

特典内容

串あげもの 旬s
東京ビル TOKIA B1F｜串揚げ料理02

おまかせコースご利用の方、

10％ＯＦＦ

■1 03-6269-9088

お食事ご利用の方、

ウーロン茶
1杯サービス

・リーフレット提示につき1名様までご利用可

特典内容

味の牛たん 喜助 東京丸の内パークビル店
丸の内ブリックスクエア B1F｜牛たん04 ■1 03-3211-8555

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1名様までご利用可
・一部対象外の商品・サービスがあります

特典内容

THE NORTH FACE FLIGHT TOKYO
iiyo!!(イーヨ!!) 1F｜ランニング アパレル＆グッズ01

■1 03-6267-3710

2,500円(税込)以上お買上げの方に

サンプルドリンク
プレゼント

・数量限定先着50名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

コスメティクスアンドメディカル 丸の内テラスドラッグ
丸の内テラス B1F｜ドラッグストア01

■1 03-6265-1744

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

野乃鳥 丹波赤どり専門 とりのや 本店
TOKYO TORCH Terrace 2F｜鶏料理01

■1 03-6281-9995

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクはスパークリングワイン
  (またはノンアルコール)となります
・リーフレット提示につき1回限りご利用可 (4名様まで)
・他の金券、お食事券、クーポンを併用することはできません
・サービスは2023年1月よりご利用いただけます

特典内容

フレンチ串揚げ BEIGNET
TOKYO TORCH Terrace 1F｜フレンチ串揚げ・ビストロ02

■1 03-6810-0185

お買上げの方に

靴ケアセット
（ミニクリーム・クロス）

プレゼント
・数量限定先着10名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります

特典内容

Paraboot 丸の内店
二重橋スクエア 1F｜服飾雑貨01

■1 03-6268-0037

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

特典内容

Goldwin Marunouchi
二重橋スクエア 1F｜アウトドアライフスタイルウエア02

■1 03-3201-6246

特典内容

龍福小籠堂
東京ビル TOKIA B1F｜小籠包・上海料理01

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・2023年1月以降のディナータイムのみ
  ご利用可(金曜・祝前日は除く)
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6268-0985

特典内容

Ta-im 丸の内
二重橋スクエア B1F｜地中海・イスラエル家庭料理03

お食事ご利用の方、

店舗指定のドリンク
1杯サービス

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (2名様まで)

■1 03-6269-9640

特典内容

伊勢桑名 貝縁
有楽町ビル B1F｜和風居酒屋01

お食事3,000円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

新有楽町ビル

有楽町線有楽町駅直結

〒100-0006  東京都千代田区有楽町1-12-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

東京ビル TOKIA

丸ノ内線東京駅より徒歩3分/有楽町線有楽町駅より徒歩5分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3
・平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

iiyo!!(イーヨ!!)

東西線大手町駅B1出口より直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐4‐1
・ショップ 11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内テラス

丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線大手町駅B1b出口直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-4
・ショップ 7:00～23:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～24:00
※店舗により営業時間が異なります。　※「MARUNOUCHI BASE」は、平日・土曜28:00まで営業
年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

TOKYO TORCH Terrace

丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線大手町駅B８a出口より徒歩1分/
銀座線・半蔵門線三越前駅B２出口より徒歩１分/銀座線・東西線日本橋駅A1出口より徒歩1分

〒100-0004  東京都千代田区大手町2-6-4
・ショップ 7:00～23:00（日・祝 定休）
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
・カフェ 平日・土曜：7:00～20:00/日曜・祝日：9:00～18:00
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100

（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 
  ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

二重橋スクエア

千代田線二重橋前〈丸の内〉駅1番出口より徒歩2分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3‐2‐3
・ショップ 11:00～20:00 ・サービス 10:30～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

※一部店舗は営業時間が異なります。
※一部店舗は営業時間が異なります。

有楽町ビル

有楽町線有楽町駅より徒歩1分

〒100-0006  東京都千代田区有楽町1-10-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。10 11! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービス内容を併用すること
  はできません

■1 03-6269-9351

特典内容

Baru＆Bistro ＊ musiQ “mood board”
丸の内ブリックスクエア 3F｜バール＆ビストロ＊ミュージック02

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス

・割引金額は最大5,000円までとなります
・リーフレット提示につき12名様までご利用可
・他のクーポン、サービス内容を併用する
  ことはできません

■1 03-5220-1923

特典内容

アンセンブル バイ マイ ハンブル ハウス
丸の内ブリックスクエア 3F｜エスニック・パブラウンジ03

お食事1,000円（税込）以上
ご利用の方、

10％ＯＦＦ

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （10名様まで）
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

■1 03-5293-7588

特典内容

串あげもの 旬s
東京ビル TOKIA B1F｜串揚げ料理02

おまかせコースご利用の方、

10％ＯＦＦ

■1 03-6269-9088

お食事ご利用の方、

ウーロン茶
1杯サービス

・リーフレット提示につき1名様までご利用可

特典内容

味の牛たん 喜助 東京丸の内パークビル店
丸の内ブリックスクエア B1F｜牛たん04 ■1 03-3211-8555

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1名様までご利用可
・一部対象外の商品・サービスがあります

特典内容

THE NORTH FACE FLIGHT TOKYO
iiyo!!(イーヨ!!) 1F｜ランニング アパレル＆グッズ01

■1 03-6267-3710

2,500円(税込)以上お買上げの方に

サンプルドリンク
プレゼント

・数量限定先着50名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

コスメティクスアンドメディカル 丸の内テラスドラッグ
丸の内テラス B1F｜ドラッグストア01

■1 03-6265-1744

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

野乃鳥 丹波赤どり専門 とりのや 本店
TOKYO TORCH Terrace 2F｜鶏料理01

■1 03-6281-9995

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクはスパークリングワイン
  (またはノンアルコール)となります
・リーフレット提示につき1回限りご利用可 (4名様まで)
・他の金券、お食事券、クーポンを併用することはできません
・サービスは2023年1月よりご利用いただけます

特典内容

フレンチ串揚げ BEIGNET
TOKYO TORCH Terrace 1F｜フレンチ串揚げ・ビストロ02

■1 03-6810-0185

お買上げの方に

靴ケアセット
（ミニクリーム・クロス）

プレゼント
・数量限定先着10名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります

特典内容

Paraboot 丸の内店
二重橋スクエア 1F｜服飾雑貨01

■1 03-6268-0037

お買物の代金から

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用すること
  はできません

特典内容

Goldwin Marunouchi
二重橋スクエア 1F｜アウトドアライフスタイルウエア02

■1 03-3201-6246

特典内容

龍福小籠堂
東京ビル TOKIA B1F｜小籠包・上海料理01

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・2023年1月以降のディナータイムのみ
  ご利用可(金曜・祝前日は除く)
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-6268-0985

特典内容

Ta-im 丸の内
二重橋スクエア B1F｜地中海・イスラエル家庭料理03

お食事ご利用の方、

店舗指定のドリンク
1杯サービス

・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (2名様まで)

■1 03-6269-9640

特典内容

伊勢桑名 貝縁
有楽町ビル B1F｜和風居酒屋01

お食事3,000円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (4名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

新有楽町ビル

有楽町線有楽町駅直結

〒100-0006  東京都千代田区有楽町1-12-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

東京ビル TOKIA

丸ノ内線東京駅より徒歩3分/有楽町線有楽町駅より徒歩5分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3
・平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

iiyo!!(イーヨ!!)

東西線大手町駅B1出口より直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1‐4‐1
・ショップ 11:00～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

丸の内テラス

丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線大手町駅B1b出口直結

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-4
・ショップ 7:00～23:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～24:00
※店舗により営業時間が異なります。　※「MARUNOUCHI BASE」は、平日・土曜28:00まで営業
年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

TOKYO TORCH Terrace

丸ノ内線・東西線・千代田線・半蔵門線大手町駅B８a出口より徒歩1分/
銀座線・半蔵門線三越前駅B２出口より徒歩１分/銀座線・東西線日本橋駅A1出口より徒歩1分

〒100-0004  東京都千代田区大手町2-6-4
・ショップ 7:00～23:00（日・祝 定休）
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00
・カフェ 平日・土曜：7:00～20:00/日曜・祝日：9:00～18:00
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100

（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 
  ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

二重橋スクエア

千代田線二重橋前〈丸の内〉駅1番出口より徒歩2分

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3‐2‐3
・ショップ 11:00～20:00 ・サービス 10:30～20:00
・レストラン 平日・土曜：11:00～23:00/日曜・祝日：11:00～22:00

年中無休 ※2023年1月1日（日・祝）及び法定点検日を除きます。
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営

休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

※一部店舗は営業時間が異なります。
※一部店舗は営業時間が異なります。

有楽町ビル

有楽町線有楽町駅より徒歩1分

〒100-0006  東京都千代田区有楽町1-10-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。12 13! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-3201-6006

特典内容

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店
新国際ビル 1F｜チョコレート専門店01

3,240円（税込）以上お買上げの方に
フィナンシェ1個プレゼント

または
5,400円（税込）以上お買上げの方に
チョコレート2粒プレゼント
・特典は上記のいずれか1点のみとなります
・フィナンシェ、チョコレートの種類はお選びいただけません
・リーフレット提示につき１回限りご利用可（１名様まで）

■1 03-6259-1691

特典内容

SLOWEAR VENEZIA
丸の内二丁目ビル 1F｜服飾雑貨01

22,000円（税込）以上
お買上げの方に

イタリア製ノート
プレゼント

・リーフレット提示につき3名様まで
  ご利用可

■1 03-3211-1266

特典内容

エース 有楽町店
新有楽町ビル 1F｜バッグ・トラベル01

11,000円(税込)以上
お買上げの方、

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (2名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-3287-2801

お買上げの方に

DIAMOプレゼント
・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

オリエンタルダイヤモンド 丸の内店
新有楽町ビル 1F｜ジュエリー販売02

■1 03-6822-6210

お買上げの方に

オーガニック糸の
足首ウォーマー
(非売品)プレゼント

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)

特典内容

プラスニド MARUNOUCHI
新有楽町ビル 1F｜生活雑貨03

■1 03-6206-3663

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクは水出し冷茶となります
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

Sustaina Station DaiDai
新有楽町ビル B1F｜カフェ・雑貨04

■1 03-6810-0078

30,000円（税込）以上お買上げの方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

and wander
新東京ビル 1F｜アウトドア01

■1 03-5222-5055

お食事4,000円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可

特典内容

Manuel Tasca do Talho 丸の内店
新東京ビル B1F｜ポルトガル料理02 ■1 03-5288-7905

お食事ご利用の方、

1ドリンクサービス
・リーフレットは注文時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 丸の内店
三菱ビル B1F｜和彩・炉ばたダイニング01

■1 03-6267-0008

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可

特典内容

ジャックポット 丸の内
三菱商事ビル B1F｜オイスターバー01

■1 03-5224-6028

お食事3,000円（税込）以上ご利用の方、

10%OFF
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき10名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

カイザーホフ KAISERHOF
新東京ビル B1F｜ドイツビアレストラン03

■1 03-3286-3661

ボディケア60分または
リフレクソロジー60分
いずれかをご利用の方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません
・バリュアブルカードでの支払いは不可

特典内容

ラフィネ 丸の内国際ビル店
国際ビル B1F｜リフレッシュサロン02

■1 03-6273-4900

3,240円(税込)以上お買上げの方に

黒豆茶(非売品)
プレゼント

・数量限定先着100名様
・リーフレット提示につき２名様までご利用可
・日曜・祝日は店休日となります

特典内容

umami nuts
国際ビル 1F｜豆菓子01

丸の内二丁目ビル

丸ノ内線東京駅より徒歩3分

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-5-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

三菱ビル

丸ノ内線東京駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-5-2
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

三菱商事ビル

千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩1分

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-3-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

新国際ビル

有楽町線有楽町駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-4-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

クニギワ（国際ビル）

日比谷線・千代田線日比谷駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-1-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

新東京ビル

丸ノ内線東京駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-3-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

詳細はこちら！！

見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。12 13! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-3201-6006

特典内容

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店
新国際ビル 1F｜チョコレート専門店01

3,240円（税込）以上お買上げの方に
フィナンシェ1個プレゼント

または
5,400円（税込）以上お買上げの方に
チョコレート2粒プレゼント
・特典は上記のいずれか1点のみとなります
・フィナンシェ、チョコレートの種類はお選びいただけません
・リーフレット提示につき１回限りご利用可（１名様まで）

■1 03-6259-1691

特典内容

SLOWEAR VENEZIA
丸の内二丁目ビル 1F｜服飾雑貨01

22,000円（税込）以上
お買上げの方に

イタリア製ノート
プレゼント

・リーフレット提示につき3名様まで
  ご利用可

■1 03-3211-1266

特典内容

エース 有楽町店
新有楽町ビル 1F｜バッグ・トラベル01

11,000円(税込)以上
お買上げの方、

10％ＯＦＦ
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (2名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

■1 03-3287-2801

お買上げの方に

DIAMOプレゼント
・数量限定先着20名様
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
 （1名様まで）
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

オリエンタルダイヤモンド 丸の内店
新有楽町ビル 1F｜ジュエリー販売02

■1 03-6822-6210

お買上げの方に

オーガニック糸の
足首ウォーマー
(非売品)プレゼント

・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)

特典内容

プラスニド MARUNOUCHI
新有楽町ビル 1F｜生活雑貨03

■1 03-6206-3663

お食事ご利用の方、

ドリンク１杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・サービスドリンクは水出し冷茶となります
・リーフレット提示につき4名様までご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

Sustaina Station DaiDai
新有楽町ビル B1F｜カフェ・雑貨04

■1 03-6810-0078

30,000円（税込）以上お買上げの方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

and wander
新東京ビル 1F｜アウトドア01

■1 03-5222-5055

お食事4,000円（税込）以上ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可

特典内容

Manuel Tasca do Talho 丸の内店
新東京ビル B1F｜ポルトガル料理02 ■1 03-5288-7905

お食事ご利用の方、

1ドリンクサービス
・リーフレットは注文時にご提示ください
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 丸の内店
三菱ビル B1F｜和彩・炉ばたダイニング01

■1 03-6267-0008

お食事ご利用の方、

ドリンク1杯サービス
・リーフレット提示につき4名様まで
  ご利用可

特典内容

ジャックポット 丸の内
三菱商事ビル B1F｜オイスターバー01

■1 03-5224-6028

お食事3,000円（税込）以上ご利用の方、

10%OFF
・リーフレットは入店時にご提示ください
・リーフレット提示につき10名様まで
  ご利用可
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません

特典内容

カイザーホフ KAISERHOF
新東京ビル B1F｜ドイツビアレストラン03

■1 03-3286-3661

ボディケア60分または
リフレクソロジー60分
いずれかをご利用の方、

10%OFF
・リーフレット提示につき1回限りご利用可
  (1名様まで)
・一部対象外の商品・サービスがあります
・他のクーポン、サービスを併用することは
  できません
・バリュアブルカードでの支払いは不可

特典内容

ラフィネ 丸の内国際ビル店
国際ビル B1F｜リフレッシュサロン02

■1 03-6273-4900

3,240円(税込)以上お買上げの方に

黒豆茶(非売品)
プレゼント

・数量限定先着100名様
・リーフレット提示につき２名様までご利用可
・日曜・祝日は店休日となります

特典内容

umami nuts
国際ビル 1F｜豆菓子01

丸の内二丁目ビル

丸ノ内線東京駅より徒歩3分

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-5-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

三菱ビル

丸ノ内線東京駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-5-2
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

三菱商事ビル

千代田線二重橋前〈丸の内〉駅より徒歩1分

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-3-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

新国際ビル

有楽町線有楽町駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-4-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

クニギワ（国際ビル）

日比谷線・千代田線日比谷駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-1-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

新東京ビル

丸ノ内線東京駅直結

〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-3-1
店舗により異なる
店舗により異なる
丸の内コールセンター03-5218-5100
（受付時間：11:00～21:00 日祝は20:00 ※連休の場合は最終日のみ20:00）

住

アクセス

営
休

●ドリンクサービスは、お食事をご利用の方に限ります。
●一部対象外の商品・サービスがあります。
●各サービスの内容の詳細は店舗にお問合せください。

詳細はこちら！！

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。14 15! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

19世紀末パリで活躍したナビ派の画家フェリックス・ヴァロットンは、
黒一色の革新的な木版画で名声を得ました。本展では、三菱一
号館美術館が所蔵する世界有数のヴァロットン木版画コレクション
を一挙初公開します。黒と白のみで作り出された世界に焦点をあ
て、未だ捉えきることができないヴァロットンの魅力に迫ります。

本展では、江戸から明治に至る激動の時代を生きた落合芳幾（1833-1904）と
月岡芳年（1839-1892）の画業を紹介します。幕末を代表する浮世絵師、歌川
国芳（1797-1861）の兄弟弟子として良きライバルだった二人。それぞれの活躍
を紹介すると共に、最後の浮世絵師と呼ばれる世代である彼らが、いかに浮
世絵の生き残りを図ったのかを探ります。

三菱一号館美術館
千代田線二重橋前〈丸の内〉駅（1番出口）徒歩3分

〒100-0005  東京都千代田区丸の内2-6-2
10:00～18:00（祝日を除く金曜日、第2水曜日、会期最終週平日は21:00まで）
※入館は閉館の30分前まで

それぞれの展覧会サイトをご確認ください
・「ヴァロットン―黒と白」 https://mimt.jp/vallotton2/
・「芳幾・芳年―国芳門下の2大ライバル」 https://mimt.jp/ex/yoshiyoshi/

※「丸の内1,000円OFFクーポン」は展覧会チケット購入には使えません。

住

アクセス

営

休

050-5541-8600（ハローダイヤル）（受付時間/9：00～20：00）

新しい私に出会う、三菱一号館美術館 「ヴァロットン―黒と白」展 開催中
会期 2022年10月29日～2023年1月29日

会期 2023年2月25日～4月9日

次回開催予告

「芳幾・芳年ー国芳門下の2大ライバル」展

　ジョサイア・コンドルが設計し1894年に創建された「三菱一号館」を2009年に復元。三菱が東京・丸の内に建設した初めてのこの
洋風事務所建築は、老朽化のために1968年に解体されましたが、2010年「三菱一号館美術館」として開館しました。19世紀後半か
ら20世紀前半の近代美術を主題とする企画展を年3回開催しています。館内には、かつて三菱合資会社の銀行営業室の空間を再
現したミュージアムカフェ・バー「Café1894」、ミュージアムショップ「Store1894」、丸の内の歴史体感スペース「歴史資料室」を併設し
ています。
※2023年4月10日から修繕のため長期休館。（2024年度中に再開館予定）

特典内容

クーポン利用期間、
本冊子提示で

100円引き

01

特典内容

クーポン利用期間、
本冊子提示で

100円引き

02

フェリックス・ヴァロットン〈アンティミテ〉
版木破棄証明のための刷り
1898年 木版、紙 
三菱一号館美術館

一号館広場の彫刻
作品：ヘンリー・ムーア《羊の形（原型）》1971年、
　　 公益財団法人彫刻の森芸術文化財団蔵
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本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。14 15! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!
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て、未だ捉えきることができないヴァロットンの魅力に迫ります。

本展では、江戸から明治に至る激動の時代を生きた落合芳幾（1833-1904）と
月岡芳年（1839-1892）の画業を紹介します。幕末を代表する浮世絵師、歌川
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※入館は閉館の30分前まで

それぞれの展覧会サイトをご確認ください
・「ヴァロットン―黒と白」 https://mimt.jp/vallotton2/
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住

アクセス

営

休
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。16 17! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-3980-7331

定価商品を

５％ＯＦＦ
※一部商品、セール品は除く

特典内容

SM2 ehka sopo
アルパ B105 ■1 03-3988-8188

1,100円以上お買い上げで

ポイントカード
を１Pサービス

特典内容

ジブリがいっぱい どんぐり共和国
アルパ B110

■1 03-3988-4111

10％ＯＦＦ
※一部対象外商品あり

特典内容

THE KISS サンシャインシティアルパ店
アルパ B106

■1 03-3987-1550

2,090円以上お買い上げで

5％ＯＦＦ
※セール品は除く

特典内容

CS T&P
アルパ B107

■1 03-6709-0366

プロパー商品を

10％ＯＦＦ

特典内容

SpRay/Libby ＆Rose
アルパ B108

■1 03-5904-8859

Apple純正品、
値引き商品を除く全商品を

10％ＯＦＦ
※一部商品、セール品は除く

特典内容

アルパ B1

Smart Labo09■1 03-3989-3546コニカミノルタプラネタリウム 満天

鑑賞料金割引
一般シート20% OFF
※2名様まで割引いたします
※芝シート・雲シートは対象外となります
※他の割引券との併用はできません
※オンライン購入にはご利用いただけません
※上映スケジュールは公式ウェブサイトを
　ご確認ください

特典内容

ワールドインポートマートビル屋上04

■1 050-5835-2263ナンジャタウン

ナンジャパスポート
（入園＋アトラクション遊び放題）

200円OFF

特典内容

ワールドインポートマートビル2F03

「なんか面白いこと、ある。」
機能充実の複合商業施設　

サンシャインシティは、年間3000万人が訪れる池袋のランドマークです。
複合商業施設の中には、“空を飛ぶように泳ぐペンギン”が見られる「サンシャイン水族館」をはじめ、
ショッピングセンター、プラネタリウム、博物館、劇場、ホテルなど、都市生活に必要な多くの機能を備えた都市空間を形成しています。　

ワールドインポートマートビル屋上
10：00～18：00（最終入場17：00）

サンシャイン水族館
文化会館ビル 7F
10:00～16:30（最終入館16:00）

古代オリエント博物館

ワールドインポートマートビル 2F
10：00～22:00（最終入場21:00）

ナンジャタウン
ワールドインポートマートビル 屋上　　　　　　　　　
10:30～21:00 ※土日祝追加上映あり

コニカミノルタプラネタリウム 満天

サンシャインシティ
・池袋駅（JR・東京メトロ・西武線・東武線）35番出口より徒歩約8分
・「サンシャインビジョン」横の地下通路入口開放時間7:00～23:30
・東池袋駅（東京メトロ有楽町線） 6・7番出口より地下通路で徒歩約3分
・東池袋駅直結サンシャインシティ地下通路開放時間7:00～23:00
・東池袋四丁目（サンシャイン前）停留場（都電荒川線）徒歩約4分

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1
施設により異なる
施設により異なる
03-3989-3331(総合案内）

住

アクセス

営

休

住
営

住
営

住
営

住
営

■1 03-3989-3466

大人：2,400円➡2,000円
こども：1,200円➡1,000円
幼児：700円→560円

※リーフレットをお持ちのご本人様のみ有効
※混雑時には日時指定WEB整理券が必要な
　場合がございます。
　詳しくはウェブサイトをご確認ください

入場料金 約２０％OFF
特典内容

サンシャイン水族館
ワールドインポートマートビル屋上01

■1 03ｰ3989-3491

特典内容

古代オリエント博物館
文化会館ビル７F02

一般：600円➡300円
大・高校生：500円➡250円
中・小学生：200円➡100円

※特別展は入館料が異なるのでホーム
　ページ等でご確認ください

入館料
50％OFF

見本見本
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「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。18 19! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-6912-5815

プロパー商品
2,190円以上お買い上げで

10％ＯＦＦ

特典内容

PARK East
アルパ B111

■1 03-5958-0335

10％ＯＦＦ
※一部除外品あり

特典内容

MEDI STORE
アルパ B112

■1 03-6914-2180

10％ＯＦＦ

特典内容

Laline
アルパ B113

■1 03-6709-3907

店内商品を

5％OFF

特典内容

RODEO CROWNS WIDE BOWL
アルパ B114

■1 03-5391-1628

530円以上お買い上げで

イモまたは
レンコン
サービス

特典内容

天丼 てんや
アルパ B128

■1 03-5927-8183

店内商品を

5％OFF

特典内容

one way
アルパ B115

■1 03-6912-5782

7,700円以上お買い上げで

5％OFF
※一部対象外商品あり

特典内容

axes femme
アルパ 1F16

■1 03-6709-1977

5,000円以上お買い上げで

10％OFF

特典内容

ハンドメイドガーデンズ
アルパ 1F17

■1 03-6912-8252

990円以上お買い上げで

5％OFF

特典内容

マジックミシン
アルパ 1F18

■1 03-6912-7878

靴修理を

5％OFF

特典内容

リアット！ 
アルパ 1F19

■1 03-3985-6006

店内商品を

5％OFF
※セール品、食品は除く

特典内容

Marché de Bleuet plus
アルパ 1F20

■1 03-3987-4080

全品＆電池交換を

5％OFF

特典内容

スギヤマ
アルパ 2F21

■1 0120-415-255

入会金を

5,500円引き

特典内容

小学館の幼児教室 ドラキッズ
アルパ 2F22

■1 03-5992-1540

定価商品

5％OFF

特典内容

MERRELL
アルパ 2F23

■1 03-5927-1344

お食事ご注文で

ドリンク１杯
サービス

※アルコール可　※15時以降限定

特典内容

ANCHORS
アルパ B124

■1 03-3985-3360

追加そば
一枚サービス

特典内容

一久庵
アルパ B125

■1 03-5953-4811

ナゲットを
3Ｐサービス

特典内容

KUA`AINA
アルパ B126

■1 03-6912-7202

ドリンク
ワンサイズ
アップ無料

特典内容

Segafredo ZANETTI ESPRESSO
アルパ B127

■1 03-3983-5394

タピオカドリンク（M）をご注文で

タピオカ増量
無料サービス

特典内容

ディッパーダン
アルパ B129

■1 03-5962-0700

テイクアウト商品を

5％OFF

特典内容

東京だし茶漬け こめから
アルパ B130

見本見本
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■1 03-3987-4080

全品＆電池交換を

5％OFF

特典内容

スギヤマ
アルパ 2F21

■1 0120-415-255

入会金を

5,500円引き

特典内容

小学館の幼児教室 ドラキッズ
アルパ 2F22

■1 03-5992-1540

定価商品

5％OFF

特典内容

MERRELL
アルパ 2F23

■1 03-5927-1344

お食事ご注文で

ドリンク１杯
サービス

※アルコール可　※15時以降限定

特典内容

ANCHORS
アルパ B124

■1 03-3985-3360

追加そば
一枚サービス

特典内容

一久庵
アルパ B125

■1 03-5953-4811

ナゲットを
3Ｐサービス

特典内容

KUA`AINA
アルパ B126

■1 03-6912-7202

ドリンク
ワンサイズ
アップ無料

特典内容

Segafredo ZANETTI ESPRESSO
アルパ B127

■1 03-3983-5394

タピオカドリンク（M）をご注文で

タピオカ増量
無料サービス

特典内容

ディッパーダン
アルパ B129

■1 03-5962-0700

テイクアウト商品を

5％OFF

特典内容

東京だし茶漬け こめから
アルパ B130

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。20 21! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-6912-8042

ソフトドリンクを
1杯サービス

特典内容

BAKER's DINER
アルパ B131

■1 03-5957-0263

ドリンクご注文のお客様に

トッピングを
1種類サービス
※1枚につき、1杯のサービスとなります。

特典内容

ムーミンスタンド
アルパ B132

■1 03-5992-0976

お会計時にご提示で

ご飲食料金
5%OFF

　※食べ放題・飲み放題は使用不可

特典内容

池袋 ぱすたかん
アルパB1（味の小路）33

■1 03-6915-2178

ソフトドリンク
１杯サービス

特典内容

鹿児島郷土料理 さつま翁
アルパB1（味の小路）34

■1 03-5979-5144

カレーをご注文で

ソフトドリンク
１杯サービス

特典内容

トプカ
アルパB1（味の小路）35

■1 03-5956-2939

5％OFF

特典内容

とりじん
アルパB1（味の小路）36

1,000円以上お買い上げで

トッピング
1サービス

特典内容

一遇 ICHIGU sweet
アルパ 1F37

■1 03-6907-1134

果琳ポイントカードプラス

1ポイント
サービス

特典内容

果汁工房 果琳
アルパ 1F38

■1 03-3987-8722

店内飲食に限り
1,100円以上のご利用の方

5％OFF

特典内容

Café La Mille
アルパ 1F39

■1 03-6709-2655

ソフトドリンクor
ハイボールor
レモンサワーor
アイスクリームを
1品サービス

特典内容

釜あげスパゲッティ すぱじろう
アルパ 1F40

■1 03-6912-8550

【11:00～14:00限定】
日替わりランチプレートを

150円引き

特典内容

GLOCAL CAFE
アルパ 1F41

■1 03-3986-0063

ドリンク
１杯サービス
（ホットコーヒー、アイスコーヒー、
ホット玄米緑茶、アイス玄米緑茶、
オレンジジュース、アップルジュース）

特典内容

茶鍋カフェ・カグラザカ サリョウ
アルパ 1F42

■1 03-3980-8880

500円以上お買い上げで
弊社ポイントカードのポイントを

2倍サービス

特典内容

MAISON KAYSER
アルパ 1F43

■1 03-6907-8351

対象のワインを

10％OFF

特典内容

Vinos Yamazaki Wine+ist
アルパ 1F44

■1 03-3983-3399伊勢ろく

30円引き
※特製親子丼と

レストランフェアメニューは対象外です。

特典内容

アルパ 3F45

■1 03-5957-1568海人酒房

【17:00～L.O限定】
お食事をご注文で

アルコール
含むドリンク
１杯サービス

特典内容

アルパ 3F46

■1 03-3987-6368カフェ マイアミガーデン

【11:00～22:00限定】

10％OFF

特典内容

アルパ 3F47

■1 03-5985-5555太陽のトマト麺 NEXT

ちびリゾ
サービス
※お食事ご注文の方限定

特典内容

アルパ 3F48

■1 03-5992-0902Ducky Duck

5％OFF

特典内容

アルパ 3F49

■1 03-5904-8986中華旬彩料理・火鍋 聚

お食事料金 
10%OFF
※コース料理は対象外

※ディナータイム限定16時からL.Oまで

特典内容

アルパ 3F50

見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。20 21! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-6912-8042

ソフトドリンクを
1杯サービス

特典内容

BAKER's DINER
アルパ B131

■1 03-5957-0263

ドリンクご注文のお客様に

トッピングを
1種類サービス
※1枚につき、1杯のサービスとなります。

特典内容

ムーミンスタンド
アルパ B132

■1 03-5992-0976

お会計時にご提示で

ご飲食料金
5%OFF

　※食べ放題・飲み放題は使用不可

特典内容

池袋 ぱすたかん
アルパB1（味の小路）33

■1 03-6915-2178

ソフトドリンク
１杯サービス

特典内容

鹿児島郷土料理 さつま翁
アルパB1（味の小路）34

■1 03-5979-5144

カレーをご注文で

ソフトドリンク
１杯サービス

特典内容

トプカ
アルパB1（味の小路）35

■1 03-5956-2939

5％OFF

特典内容

とりじん
アルパB1（味の小路）36

1,000円以上お買い上げで

トッピング
1サービス

特典内容

一遇 ICHIGU sweet
アルパ 1F37

■1 03-6907-1134

果琳ポイントカードプラス

1ポイント
サービス

特典内容

果汁工房 果琳
アルパ 1F38

■1 03-3987-8722

店内飲食に限り
1,100円以上のご利用の方

5％OFF

特典内容

Café La Mille
アルパ 1F39

■1 03-6709-2655

ソフトドリンクor
ハイボールor
レモンサワーor
アイスクリームを
1品サービス

特典内容

釜あげスパゲッティ すぱじろう
アルパ 1F40

■1 03-6912-8550

【11:00～14:00限定】
日替わりランチプレートを

150円引き

特典内容

GLOCAL CAFE
アルパ 1F41

■1 03-3986-0063

ドリンク
１杯サービス
（ホットコーヒー、アイスコーヒー、
ホット玄米緑茶、アイス玄米緑茶、
オレンジジュース、アップルジュース）

特典内容

茶鍋カフェ・カグラザカ サリョウ
アルパ 1F42

■1 03-3980-8880

500円以上お買い上げで
弊社ポイントカードのポイントを

2倍サービス

特典内容

MAISON KAYSER
アルパ 1F43

■1 03-6907-8351

対象のワインを

10％OFF

特典内容

Vinos Yamazaki Wine+ist
アルパ 1F44

■1 03-3983-3399伊勢ろく

30円引き
※特製親子丼と

レストランフェアメニューは対象外です。

特典内容

アルパ 3F45

■1 03-5957-1568海人酒房

【17:00～L.O限定】
お食事をご注文で

アルコール
含むドリンク
１杯サービス

特典内容

アルパ 3F46

■1 03-3987-6368カフェ マイアミガーデン

【11:00～22:00限定】

10％OFF

特典内容

アルパ 3F47

■1 03-5985-5555太陽のトマト麺 NEXT

ちびリゾ
サービス
※お食事ご注文の方限定

特典内容

アルパ 3F48

■1 03-5992-0902Ducky Duck

5％OFF

特典内容

アルパ 3F49

■1 03-5904-8986中華旬彩料理・火鍋 聚

お食事料金 
10%OFF
※コース料理は対象外

※ディナータイム限定16時からL.Oまで

特典内容

アルパ 3F50

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。22 23! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-6907-1309CHEESE＆DORIA.sweets

1,000円(税込)以上のご注文で

ソフトドリンク
を1杯サービス
※テイクアウトメニューは対象外

特典内容

アルパ 3F51

■1 03-5979-9191韓豚屋 

お食事ご注文で

韓国のり
サービス

特典内容

アルパ 3F52

■1 03-3987-6799バンビ

ソフトドリンク
を1杯サービス

特典内容

アルパ 3F53

■1 03-3983-6399紅虎餃子房

ミニデザートを
1個サービス

特典内容

アルパ 3F54

■1 03-3983-1993萬力屋

麺類・ご飯類をご注文で

水餃子
5個サービス

特典内容

アルパ 3F55

■1 03-5953-4129焼肉トラジ

【ディナータイムのみ】

お肉一品
サービス

特典内容

アルパ 3F56

■1 03-5944-8355洋食ビストロ Tigre Bon Bon

5％OFF

特典内容

アルパ 3F57

■1 03-5960-7259La Maison ensoleille table

お食事ご注文で

ドリンク1杯
サービス

特典内容

アルパ 3F58

■1 03-3982-6886栄児家庭料理

お食事ご注文で

ソフトドリンク
1杯サービス

特典内容

アルパ 3F59

■1 03-3980-2444SEATTLE'S BEST COFFEE

ドリンク
サイズアップ
無料サービス

特典内容

サンシャイン60 1F60

■1 03-3981-0962
（受付10：00～20：00）

SUNSHINE CRUISE CRUISE

お会計から

５％OFF
※レストラン予約サイト

（一休.com・OZmall等）との
併用はできません。

特典内容

サンシャイン60 58F61

■1 03-6864-6059OCEAN Casita Italian Seafood Grill

コースメニューご注文で

スパークリング
ワインを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F62

■1 03-6864-6061THE DOME

コースメニューご注文で

スパークリング
ワインを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F63

■1 03-6629-7165 GINGER'S BEACH SUNSHINE

ご飲食料金

5％OFF
※貸切予約は除く

特典内容

サンシャイン60 59F64

■1 03-5954-6159鮨処 銀座 福助

ドリンクを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F65

■1 03-5485-3939天空の庭 星のなる木

5％OFF
※ご宴会プラン、特別プランは対象外

特典内容

サンシャイン60 59F66

見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。22 23! 特典利用対象となるご利用金額（税込）や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-6907-1309CHEESE＆DORIA.sweets

1,000円(税込)以上のご注文で

ソフトドリンク
を1杯サービス
※テイクアウトメニューは対象外

特典内容

アルパ 3F51

■1 03-5979-9191韓豚屋 

お食事ご注文で

韓国のり
サービス

特典内容

アルパ 3F52

■1 03-3987-6799バンビ

ソフトドリンク
を1杯サービス

特典内容

アルパ 3F53

■1 03-3983-6399紅虎餃子房

ミニデザートを
1個サービス

特典内容

アルパ 3F54

■1 03-3983-1993萬力屋

麺類・ご飯類をご注文で

水餃子
5個サービス

特典内容

アルパ 3F55

■1 03-5953-4129焼肉トラジ

【ディナータイムのみ】

お肉一品
サービス

特典内容

アルパ 3F56

■1 03-5944-8355洋食ビストロ Tigre Bon Bon

5％OFF

特典内容

アルパ 3F57

■1 03-5960-7259La Maison ensoleille table

お食事ご注文で

ドリンク1杯
サービス

特典内容

アルパ 3F58

■1 03-3982-6886栄児家庭料理

お食事ご注文で

ソフトドリンク
1杯サービス

特典内容

アルパ 3F59

■1 03-3980-2444SEATTLE'S BEST COFFEE

ドリンク
サイズアップ
無料サービス

特典内容

サンシャイン60 1F60

■1 03-3981-0962
（受付10：00～20：00）

SUNSHINE CRUISE CRUISE

お会計から

５％OFF
※レストラン予約サイト

（一休.com・OZmall等）との
併用はできません。

特典内容

サンシャイン60 58F61

■1 03-6864-6059OCEAN Casita Italian Seafood Grill

コースメニューご注文で

スパークリング
ワインを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F62

■1 03-6864-6061THE DOME

コースメニューご注文で

スパークリング
ワインを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F63

■1 03-6629-7165 GINGER'S BEACH SUNSHINE

ご飲食料金

5％OFF
※貸切予約は除く

特典内容

サンシャイン60 59F64

■1 03-5954-6159鮨処 銀座 福助

ドリンクを
1杯サービス

特典内容

サンシャイン60 59F65

■1 03-5485-3939天空の庭 星のなる木

5％OFF
※ご宴会プラン、特別プランは対象外

特典内容

サンシャイン60 59F66

見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。24 25! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

特典内容

鉄板焼 すみだ
ロイヤルパークホテル 20F01

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可
11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

レストラン予約専用ダイヤル ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ

10万人突破
新規会員登録募集中！

入会金
年会費

無料
ポイント

特典
レストラン
ショップ

割引
お得な
会員特別
プランの
案内

■1 03-3573-1121㈹

特典内容

イル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナ
il Cardinale Ginza Corridor Cucina Italiana

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー 1F01

乾杯スパークリング
（お一人様1杯）＋

お食事料金からの１０%割引
（ランチ、ディナー対応）
【除外日あり】
2022/12/22～12/25
2022/12/31～2023/1/3

ザ ロイヤルパーク キャンバス
銀座コリドー

三菱地所グループのホテルについてご紹介します。

東京（日本橋）・仙台・横浜にて展開

丸ノ内ホテル

世界のお客様へ わが家のおもてなしを。
東京駅丸の内北口よりすぐ。
大切なゲストをお招きするように、温もりあるサービスとあふれる笑顔でおもてなし。
ゆったりとした大人の時間が、ここにあります。

クーポン対象店舗はP26-27へ

ROYAL PARK HOTELS（ロイヤルパークホテルズ）

日本のおもてなし、世界中の人へ。
宿泊、レストラン、宴会場機能が揃うフルサービス型ホテルと、
プレミアム宿泊主体型ホテル「THEシリーズ」、
2つのラインナップにて全国で上質なホテルライフをお届けいたします。

クーポン対象店舗はP25-26へ

フルサービス型ホテル

「THEシリーズ」

「街と、もてなす。」をコンセプトとした
プレミアム宿泊主体型ホテル

札幌、東京（汐留・羽田・銀座）、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡にて展開

ロイヤルパークホテル
半蔵門線「水天宮前」駅4番出口直結。
日比谷線「人形町」駅A2出口より徒歩5分

アクセス

〒103-8520 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1
参加レストランごとに記載

住

営

03-3667-1111(代表)

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー
東京メトロ銀座駅C-1・C-2出口・東京メトロ日比谷駅A-11・A-13出口・
東京メトロ有楽町駅D-7出口より約5分
JR新橋駅北改札出口・JR有楽町駅日比谷口より約6分

アクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-11
参加レストランごとに記載

住

営

03-3573-1121（代表）

ザ ロイヤルパーク キャンバス 
銀座コリドー公式

＠canvasginzacorridor

Instagram

Follow Me!

「プロセッコ」「オミキ」「キャンバス」タイプと、
それぞれ「酔いしれる」をコンセプトに“お酒”の
エッセンスが散りばめられた客室デザインとなって
おり、ラウンジのDJライブが迫力のサラウンドその
まま客室でもバスルームでもリアルタイムでお楽し
みいただけます。

終わらない夜を作り出すキャンバスラウンジ。
季節や曜日、時間帯ごとに変わるDJライブが深夜
まで繰り広げられます。
音や光、様々なお酒を通して、人が集うことで生ま
れるセレンディピティな出会いを、このホテルから発
信します。

客室をプライベートなエンターテインメントルームと
考え、TVに代わり全客室にプロジェクター＆高音質
スピーカーを完備。
大画面に映し出される映像に加え、上質で迫力あ
る音がTVでは感じることのできない臨場感あふれ
る空間を作り出します。
※客室にTVの用意はございません。

Ginza Corridor
見本見本

見 
本

見 

本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。24 25! 特典利用対象となるご利用金額や対象人数、諸条件は入店時または事前に店舗にご確認ください。

年末年始における営業日・営業時間等は直接施設・店舗にお問合せください。!

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

特典内容

鉄板焼 すみだ
ロイヤルパークホテル 20F01

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可
11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

レストラン予約専用ダイヤル ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ

10万人突破
新規会員登録募集中！

入会金
年会費

無料
ポイント

特典
レストラン
ショップ

割引
お得な
会員特別
プランの
案内

■1 03-3573-1121㈹

特典内容

イル カルディナーレ 銀座コリドー店 クッチーナ イタリアーナ
il Cardinale Ginza Corridor Cucina Italiana

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー 1F01

乾杯スパークリング
（お一人様1杯）＋

お食事料金からの１０%割引
（ランチ、ディナー対応）
【除外日あり】
2022/12/22～12/25
2022/12/31～2023/1/3

ザ ロイヤルパーク キャンバス
銀座コリドー

三菱地所グループのホテルについてご紹介します。

東京（日本橋）・仙台・横浜にて展開

丸ノ内ホテル

世界のお客様へ わが家のおもてなしを。
東京駅丸の内北口よりすぐ。
大切なゲストをお招きするように、温もりあるサービスとあふれる笑顔でおもてなし。
ゆったりとした大人の時間が、ここにあります。

クーポン対象店舗はP26-27へ

ROYAL PARK HOTELS（ロイヤルパークホテルズ）

日本のおもてなし、世界中の人へ。
宿泊、レストラン、宴会場機能が揃うフルサービス型ホテルと、
プレミアム宿泊主体型ホテル「THEシリーズ」、
2つのラインナップにて全国で上質なホテルライフをお届けいたします。

クーポン対象店舗はP25-26へ

フルサービス型ホテル

「THEシリーズ」

「街と、もてなす。」をコンセプトとした
プレミアム宿泊主体型ホテル

札幌、東京（汐留・羽田・銀座）、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡にて展開

ロイヤルパークホテル
半蔵門線「水天宮前」駅4番出口直結。
日比谷線「人形町」駅A2出口より徒歩5分

アクセス

〒103-8520 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1
参加レストランごとに記載

住

営

03-3667-1111(代表)

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー
東京メトロ銀座駅C-1・C-2出口・東京メトロ日比谷駅A-11・A-13出口・
東京メトロ有楽町駅D-7出口より約5分
JR新橋駅北改札出口・JR有楽町駅日比谷口より約6分

アクセス

〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-11
参加レストランごとに記載

住

営

03-3573-1121（代表）

ザ ロイヤルパーク キャンバス 
銀座コリドー公式

＠canvasginzacorridor

Instagram

Follow Me!

「プロセッコ」「オミキ」「キャンバス」タイプと、
それぞれ「酔いしれる」をコンセプトに“お酒”の
エッセンスが散りばめられた客室デザインとなって
おり、ラウンジのDJライブが迫力のサラウンドその
まま客室でもバスルームでもリアルタイムでお楽し
みいただけます。

終わらない夜を作り出すキャンバスラウンジ。
季節や曜日、時間帯ごとに変わるDJライブが深夜
まで繰り広げられます。
音や光、様々なお酒を通して、人が集うことで生ま
れるセレンディピティな出会いを、このホテルから発
信します。

客室をプライベートなエンターテインメントルームと
考え、TVに代わり全客室にプロジェクター＆高音質
スピーカーを完備。
大画面に映し出される映像に加え、上質で迫力あ
る音がTVでは感じることのできない臨場感あふれ
る空間を作り出します。
※客室にTVの用意はございません。

Ginza Corridor
見本見本

見 
本

見 
本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。26 !

〈キリトリ〉

〈
キ
リ
ト
リ
〉

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

特典内容

日本料理 源氏香
ロイヤルパークホテル 5F02

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル
■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11：00～20：00■営 

特典内容

Sweets＆Bakery 粋
ロイヤルパークホテル 1F07

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

6:30～22：00 (L.O. 21:30)■営 

特典内容

シェフズダイニング シンフォニー
ロイヤルパークホテル 1F03

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

月～土10:00～22：00 (L.O. 21:30)
日・祝日9：00～22：00（L.O.21:30）

■営 

特典内容

ロビーラウンジ フォンテーヌ
ロイヤルパークホテル 1F04

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

特典内容

中国料理 桂花苑
ロイヤルパークホテル B1F05

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

17:00～24：00 (L.O. 23:30)
※日・祝日は営業を休止させていただ
　きます

■営 

特典内容

メインバー ロイヤルスコッツ
ロイヤルパークホテル B1F06

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-3217-1117

特典内容

フレンチレストラン ポム・ダダン
丸ノ内ホテル 8F01

お食事ご利用の方、

10％OFF
・物販を除く

飲食代金3,000円以上のご利用で、
飲食代金の

5％OFF
・物販（シガー、シガレット、アクセサリー）
  を除く

■1 03-5218-8080

特典内容

日本料理 大志満 椿壽
丸ノ内ホテル 7F02

ランチ飲食代金の

5％OFF
・物販、限定プラン、宴会プランを除く

■1 03-3215-1051

特典内容

鉄板焼処 大安くらぶ
丸ノ内ホテル 7F03

ランチ飲食代金の

5％OFF
・物販、限定プラン、宴会プランを除く

6：30～22：00（L.O.21:30）■営 

7:00～10:00 
11:00～15:00 (L.O.14:30)
17:00～21:00 (L.O.19:00)

■営 

■1 03-3215-5555

特典内容

シガーショップ　バー＆カフェ　ル・コネスール
丸ノ内ホテル 7F04

■1 03-3217-1111

施術代金の

10％OFF
・レギュラーメニューに限る。物販を除く

特典内容

英国式リフレクソロジー Salon 凜 rin
丸ノ内ホテル 7F05

■1 03-3573-3616

5％OFF
・テイクアウトや、物販品は対象外。

11:00～20:30（L.O.）■営 

特典内容

カフェ「チャヤマクロビ」
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留  1F02

カフェ 11:00～17:00 (L.O. 16:30)
バー  17:00～23:30 (L.O. 23:00)
 日・祝/17:00～23:00 (L.O. 22:30)

■営 
15:00～22:00（最終受付21:00）■営 

11:30～15:00 (L.O.14:30)
17:30～22:00 (L.O.21:00)

■営 

■1 03-6253-1130

5％OFF
【除外日あり】
2022/12/17～12/25
2022/12/31～2023/1/3

特典内容

オールデイダイニング「ハーモニー」
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留  24F01

ランチ11:30～14:30
ディナー17:30～21:00（L.O.)

■営 
【除外日あり】
2022/12/19～12/26
2022/12/31～2023/1/2

丸ノ内ホテル
・丸ノ内線ほか「大手町」駅（B2b出口）より徒歩1分　
 ※地下通路から直結
・丸ノ内線「東京」駅（北改札）より徒歩2分　
 ※地下通路から直結

アクセス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-3
店舗ごとに記載

住

営

03-3217-1111（代表）

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 
・銀座線新橋駅より徒歩約5分
・JR新橋駅(汐留口)・都営浅草線新橋駅より徒歩約3分
・都営大江戸線汐留駅(2番出口)・ゆりかもめ汐留駅より徒歩約1分

アクセス

〒105-8333 東京都港区東新橋1-6-3
参加レストランごとに記載

住

営

03-6253-1111（代表）

丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にて

1,500円以上のご利用で1,000円OFF！！！
丸の内1,000円OFFクーポン

※「丸の内1,000円OFFクーポン」の半券を切り取られると無効となりますのでご注意ください。 ※その他、クーポン券裏面の注意事項をよくお読みの上、ご利用ください。
※「丸の内1,000円OFFクーポン」はサンシャインシティ内店舗、ロイヤルパークホテル内店舗、丸ノ内ホテル内店舗、三菱一号館美術館（カフェ・ショップは除く）、
　ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留内店舗は対象外です。

東京メトロ×三菱地所グループ

丸の内ポイント
対象店舗は
コチラ ご利用期間：2022年12月1日（木）～2023年3月19日（日）  本券は丸の内ポイント対象外です。

●本券は1,500円（税込）以上のお会計時にご利用いただけます。
●一度のお会計で1枚のみ利用可。
●本券は丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にてご利用いただけます。
※丸の内ポイント対象店舗詳細は丸の内カードWEBサイトにてご確認ください。
●サンシャインシティ内店舗、ロイヤルパークホテル内店舗、丸ノ内ホテル内店舗、三菱一号館美術館(カフェ・ショップは除く)、
　ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留内店舗ではご利用いただけません。
●商品券、ハガキ、印紙類、その他利用店舗が指定したものにはご利用になれません。詳しくは店舗にてご確認ください。
●ご利用期間を過ぎたものはご利用いただけません。
●本券はご精算後のご利用はできません。  ●本券は換金できません。  ●釣り銭はお出しできません。  
●本券の盗難、紛失に関しては、一切その責任を負いかねます。 ●ご利用前に半券を切り取られますと無効となります。 
●コピー・複製・他人への譲渡・転売不可。
●天災、その他非常事態時には事前告知なしに本券を利用休止にさせていただく場合があります。
※ご利用対象店舗は、都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※上記は2022年11月現在のものです。

東京メトロ×三菱地所グループ 丸の内1,000円OFFクーポン

¥1,000¥1,000

ご利用金額

￥

ご利用店舗 ※利用対象店舗印なきものは無効といたします。

（提出用）（店舗用）

［お問い合わせ］
丸の内コールセンター
TEL：03-5218-5100（受付時間11：00～21：00）
※日・祝・連休の場合は最終日のみ～20：00

［お問い合わせ］丸の内コールセンター TEL：03-5218-5100（受付時間11：00～21：00） ※日・祝・連休の場合は最終日のみ～20：00
発行：三菱地所株式会社

〈
切
り
離
し
無
効
・
店
舗
切
り
取
り
〉

12月1日（木）～3月19日（日）

発行：三菱地所株式会社

ご利用期間

￥1,500（税込）以上のお会計時のみ利用可

クーポン
¥1,000 OFF

丸の内

2022年 2023年

本券は丸の内ポイント対象外です

見本見本
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本
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見本



「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う政府の協力要請などにより、各施設・店舗の営業日、営業時間、
営業内容等が急遽変更となる場合がございます。詳しくは各施設ホームページをご確認ください。26 !

〈キリトリ〉

〈
キ
リ
ト
リ
〉

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

特典内容

日本料理 源氏香
ロイヤルパークホテル 5F02

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル
■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11：00～20：00■営 

特典内容

Sweets＆Bakery 粋
ロイヤルパークホテル 1F07

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

6:30～22：00 (L.O. 21:30)■営 

特典内容

シェフズダイニング シンフォニー
ロイヤルパークホテル 1F03

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

月～土10:00～22：00 (L.O. 21:30)
日・祝日9：00～22：00（L.O.21:30）

■営 

特典内容

ロビーラウンジ フォンテーヌ
ロイヤルパークホテル 1F04

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

11:30～14:30 (L.O. 14:00)
17:30～21:30 (L.O. 21:00)
土・日・祝日11：30～15：00（L.O.14：30）

■営 

特典内容

中国料理 桂花苑
ロイヤルパークホテル B1F05

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-5641-3600
（受付時間 9：00～１9：００）

17:00～24：00 (L.O. 23:30)
※日・祝日は営業を休止させていただ
　きます

■営 

特典内容

メインバー ロイヤルスコッツ
ロイヤルパークホテル B1F06

5％OFF
・クリスマス・年末年始の除外日あり
・他の特典との併用不可

レストラン予約専用ダイヤル

■1 03-3217-1117

特典内容

フレンチレストラン ポム・ダダン
丸ノ内ホテル 8F01

お食事ご利用の方、

10％OFF
・物販を除く

飲食代金3,000円以上のご利用で、
飲食代金の

5％OFF
・物販（シガー、シガレット、アクセサリー）
  を除く

■1 03-5218-8080

特典内容

日本料理 大志満 椿壽
丸ノ内ホテル 7F02

ランチ飲食代金の

5％OFF
・物販、限定プラン、宴会プランを除く

■1 03-3215-1051

特典内容

鉄板焼処 大安くらぶ
丸ノ内ホテル 7F03

ランチ飲食代金の

5％OFF
・物販、限定プラン、宴会プランを除く

6：30～22：00（L.O.21:30）■営 

7:00～10:00 
11:00～15:00 (L.O.14:30)
17:00～21:00 (L.O.19:00)

■営 

■1 03-3215-5555

特典内容

シガーショップ　バー＆カフェ　ル・コネスール
丸ノ内ホテル 7F04

■1 03-3217-1111

施術代金の

10％OFF
・レギュラーメニューに限る。物販を除く

特典内容

英国式リフレクソロジー Salon 凜 rin
丸ノ内ホテル 7F05

■1 03-3573-3616

5％OFF
・テイクアウトや、物販品は対象外。

11:00～20:30（L.O.）■営 

特典内容

カフェ「チャヤマクロビ」
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留  1F02

カフェ 11:00～17:00 (L.O. 16:30)
バー  17:00～23:30 (L.O. 23:00)
 日・祝/17:00～23:00 (L.O. 22:30)

■営 
15:00～22:00（最終受付21:00）■営 

11:30～15:00 (L.O.14:30)
17:30～22:00 (L.O.21:00)

■営 

■1 03-6253-1130

5％OFF
【除外日あり】
2022/12/17～12/25
2022/12/31～2023/1/3

特典内容

オールデイダイニング「ハーモニー」
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留  24F01

ランチ11:30～14:30
ディナー17:30～21:00（L.O.)

■営 
【除外日あり】
2022/12/19～12/26
2022/12/31～2023/1/2

丸ノ内ホテル
・丸ノ内線ほか「大手町」駅（B2b出口）より徒歩1分　
 ※地下通路から直結
・丸ノ内線「東京」駅（北改札）より徒歩2分　
 ※地下通路から直結

アクセス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-3
店舗ごとに記載

住

営

03-3217-1111（代表）

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 
・銀座線新橋駅より徒歩約5分
・JR新橋駅(汐留口)・都営浅草線新橋駅より徒歩約3分
・都営大江戸線汐留駅(2番出口)・ゆりかもめ汐留駅より徒歩約1分

アクセス

〒105-8333 東京都港区東新橋1-6-3
参加レストランごとに記載

住

営

03-6253-1111（代表）

丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にて

1,500円以上のご利用で1,000円OFF！！！
丸の内1,000円OFFクーポン

※「丸の内1,000円OFFクーポン」の半券を切り取られると無効となりますのでご注意ください。 ※その他、クーポン券裏面の注意事項をよくお読みの上、ご利用ください。
※「丸の内1,000円OFFクーポン」はサンシャインシティ内店舗、ロイヤルパークホテル内店舗、丸ノ内ホテル内店舗、三菱一号館美術館（カフェ・ショップは除く）、
　ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留内店舗は対象外です。

東京メトロ×三菱地所グループ

丸の内ポイント
対象店舗は
コチラ ご利用期間：2022年12月1日（木）～2023年3月19日（日）  本券は丸の内ポイント対象外です。

●本券は1,500円（税込）以上のお会計時にご利用いただけます。
●一度のお会計で1枚のみ利用可。
●本券は丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にてご利用いただけます。
※丸の内ポイント対象店舗詳細は丸の内カードWEBサイトにてご確認ください。
●サンシャインシティ内店舗、ロイヤルパークホテル内店舗、丸ノ内ホテル内店舗、三菱一号館美術館(カフェ・ショップは除く)、
　ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留内店舗ではご利用いただけません。
●商品券、ハガキ、印紙類、その他利用店舗が指定したものにはご利用になれません。詳しくは店舗にてご確認ください。
●ご利用期間を過ぎたものはご利用いただけません。
●本券はご精算後のご利用はできません。  ●本券は換金できません。  ●釣り銭はお出しできません。  
●本券の盗難、紛失に関しては、一切その責任を負いかねます。 ●ご利用前に半券を切り取られますと無効となります。 
●コピー・複製・他人への譲渡・転売不可。
●天災、その他非常事態時には事前告知なしに本券を利用休止にさせていただく場合があります。
※ご利用対象店舗は、都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。
※上記は2022年11月現在のものです。

東京メトロ×三菱地所グループ 丸の内1,000円OFFクーポン

¥1,000¥1,000

ご利用金額

￥

ご利用店舗 ※利用対象店舗印なきものは無効といたします。

（提出用）（店舗用）

［お問い合わせ］
丸の内コールセンター
TEL：03-5218-5100（受付時間11：00～21：00）
※日・祝・連休の場合は最終日のみ～20：00

［お問い合わせ］丸の内コールセンター TEL：03-5218-5100（受付時間11：00～21：00） ※日・祝・連休の場合は最終日のみ～20：00
発行：三菱地所株式会社
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〉

12月1日（木）～3月19日（日）

発行：三菱地所株式会社

ご利用期間

￥1,500（税込）以上のお会計時のみ利用可

クーポン
¥1,000 OFF

丸の内

2022年 2023年

本券は丸の内ポイント対象外です

見本見本
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本

見 
本

見本



ご利用期間：2022年12月1日（木）～2023年3月19日（日）  本券は丸の内ポイント対象外です。

●本券は、丸の内・有楽町・大手町エリアの丸の内ポイント対象店舗にてご利用いただけます。一部ご利用いただけない店舗がございます。
　詳しくは裏面をご参照ください。 
●商品券、ハガキ、印紙類、その他利用店舗が指定したものにはご利用になれません。詳しくは店舗にてご確認ください。
●ご利用期間を過ぎたものはご利用いただけません。  ●本券はご精算後のご利用はできません。  ●釣り銭はお出しできません。 
●本券の盗難、紛失に関しては、一切その責任を負いかねます。  ●ご利用前に半券を切り取られますと無効となります。  
●コピー・複製・他人への譲渡・転売・換金不可。  ●天災、その他非常事態時には事前告知なしに本券を利用休止にさせていただく場合があります。

￥1,500（税込）以上のお会計時のみ利用可

クーポン
¥1,000 OFF

丸の内

￥1,500（税込）以上のお会計時のみ利用可

クーポン
¥1,000 OFF

丸の内
〈
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三菱地所株式会社

〈キリトリ〉

〈
キ
リ
ト
リ
〉

付属のクーポン券をご利用の際はお会計時に店舗スタッフまでご提出ください。

掲載情報

丸ビル

ロイヤルパークホテル

古代オリエント
博物館

サンシ
ャイン

水族
館

サン
シャ
イン

シテ
ィ

アル
パ

ナンジャタウン

コニカミノルタ
プラネタリウム満天

新丸ビル

東京まちめぐりクーポン

東京メトロ
24時間券

❶

600大人 円

❸
丸の内・有楽町・大手町

エリア対象店舗で使える

❷

円クーポン1,000
27施設の

145店舗で使える
クーポン

1,000円クーポンは
1,500円以上のお買い物から
ご利用いただけます。

各店舗ご利用時に店舗特典・クーポン付きリーフレットをお店で提示するだけで、割引などのサービスが受けられます！

東京まちめぐりクーポンは払戻しできません。東京メトロ２４時間券は、有効期限内で使用開始前のものに限り、
２２０円の手数料をいただいて、東京メトロ各駅（日比谷線北千住、中目黒、中野、西船橋、代々木上原、和光市、半蔵門線・
副都心線渋谷及び目黒の各駅を除く）及び定期券うりば（中野、西船橋及び渋谷の各定期券うりばを除く）で払戻しいたします。

20233/19 日202212/1木店舗特典・
クーポン利用期間

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京メトロ線の車内や駅構内では不織布マスク等の着用を推奨いたします。また、会話は控えめにしていただくようお願いいたします。
クーポン券対象店舗においては、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保にご協力いただくほか、アルコール消毒、手洗いなどの感染予防にご協力をお願いいたします。

見本見本

見本




