このガイドブックを見せるだけで

GW
限定

もっとおトクに、もっと楽しく !
グルメ＆ショッピング

クーポン

とっておきのグルメも、こだわりのショッピングも、うれしい特典がいろいろ。
クーポンを上手に使って、丸の内エリアの GW を満喫してみませんか？

MAP

⓮

お食事料金より
10％割引き
サービス

Franz Club
新丸ビル 5F［ドイツビアバー＆レストラン］
Tel.03-5224-8678

直輸入樽生ビールや、日本初上陸のドイツ地
ビール、プレミアムワイン、シュナップスを本
格ドイツ料理と一緒に。 ※ディナータイムのみ

MAP 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］
Tel.03-3201-6006

最高級カカオを贅沢に使用した仏・パリの高級
チョコレート専門店。 ※ ¥5,400
（税込）以上の
お会計で利用可能

⓮

銀座和館 椿屋茶房
丸ビル 5F［カフェ］
Tel.03-5220-2588

大正ロマンをモチーフとした店内で、
サイフォ
ンでいれた香り高くおいしい珈琲と、良質の
ケーキやスイーツを。

MAP

⓮

東京今井屋 本店
丸ビル 6F［焼き鳥・鶏料理］
Tel.03-5208-1717

「秋田県比内町産放し飼い比内地鶏」の焼き鳥、厳選
素材メニューが100種類以上。 ※￥10,000
（ 税込）
以上のお会計で利用可能

丸の内オアゾ B1F ［ベーカリーレストラン］
Tel.03-5220-5011

❻

新東京ビル B1F［タイレストラン］
Tel.03-5224-3931

タイ人シェフによる本格派タイフードがリー
ズナブルな価格で楽しめる店。

MAP Sicilian Terrace

❽

BUONO

東京ビルTOKIA B1F［イタリアン］
Tel.03-5223-8261

イタリアから空輸で運ばれる新鮮なモッツアレ
ラチーズ、
豊富な前菜・パスタ・ピザ、
ワインなど。
※1名様¥3,000
（ 税込）以上のお会計で利用可能

国際ビル店

国際ビル B1F［オイスターバー］
Tel.050-3184-2959

年間を通して、
その時期ごとに最高の生カキが
食べられるオイスターバー。 ※ ¥2,000
（ 税込）
以上のお会計で利用可能

店内で焼く美味しいパンと地中海の香り漂う料理の
数々。 ※￥5,000
（ 税込）以上のお会計で利用可能
※他のクーポン券、割引サービス、優待との併用不可

/ Flora

丸ビル 6F［もつ鍋・もつ焼・焼酎居酒屋］
Tel.03-5221-8001

もつ鍋は明太もつ鍋、しお、みそなど5種類をご用意。
おつまみ、逸品にもこだわりが。￥1,080
（ 税込）以上
のお会計で利用可能

❸

丸の内店

MAP バンコクキッチン 丸の内店

⓮

もつ福

MAP ジャックポット

MAP 神戸屋レストラン

⓲

MAP

KAISERHOF

⓭

1
Drink
MAP

⓮

the ringo marunouchi

丸ビル 5F ［モダンスパニッシュ レストラン］
Tel.03-6551-2899
食とアートと音楽が交差する、
くつろぎ
の空間で味わうモダンスパニッシュ。

MAP

⓮

WISE SONS TOKYO

MAP

⓯

丸ビル B1F［サンフランシスコ デリカテッセン］
Tel.03-6551-2477
本国のオーナーが自ら厳選した食材の
ベーグル＆サンドイッチショップ。

MAP

⓮

小岩井フレミナール

丸ビル 5F［洋食］
Tel.03-5224-3070
“ 小岩井農場の「牛」
「たまご」
「乳製品」”
をテーマとしている、
農場直営ダイニン
グ。

⓮
MAP

⓮

グリル満天星 麻布十番

丸ビル 5F［洋食レストラン］
Tel.03-5288-7070
ハンバーグやオムライスなど、
親しみの
ある洋食。仏料理のベテランシェフた
ちによる懐かしい味。

MAP

MAP ウムウム グッドブリトーズ !

新丸ビル 5F ［ドイツビアバー＆レストラン］
Tel.03-5224-8678

丸の内店

丸の内オアゾ B1F［ベーカリーレストラン］
Tel.03-5220-5011

古奈屋 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F［カレーうどん］
Tel.03-5220-5500

⓮
MAP

⓮

ウィッフィ
国際ビル B1F［尾崎牛肉バル］
Tel.03-3215-2577

和牛の王様
「尾崎牛」や野菜などの素材をシン
プル調理でカジュアルに楽しめる肉バル。

丸ビル店

丸ビル B1F［ブリトーカフェ］
Tel.03-3284-3301
たくさんの具材をトルティーヤで包んだ
ジューシーなブリトー専門店。

Cantinetta Buzz

丸ビル 5F［ワイン酒場］
Tel.03-6269-9155
イタリア直送の“生ワイン”をお好きな量からオー
ダーできる“量り売り”スタイル。イタリアンベー
ス料理も絶品。 ※樽生ワイン（グラス）のみ対象

●一部対象外のメニュー、
商品、
サービスがある場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 ●１ドリンクサービスはお食事ご利用の方に限ります。 ●テイクアウト商品に
はご利用いただけません。 ●１ドリンクサービス、
10％オフサービスを併用することはできません。 ＊クーポン有効期限 2019年4月25日
（木）
〜5月6日
（月・振休）
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Franz Club

クリーミーかつスパイシーなカレーのスープと、
もちもちとした食感の細麺がハーモニーを奏でる
絶妙なカレーうどん。

三菱商事ビル B1F［オイスターバー］
Tel.03-6267-0008

丸ビル B1F［和食］
Tel.03-3211-0421
日本型食生活（鰹節から始める健康生活）を提案。
※イートインスペースご利用のお客様のみに、
「鰹節だし」または
「鰹・昆布合わせだし」

新丸ビル B1F［フレンチイタリアンバール］
Tel.03-3287-3733

MAP 神戸屋レストラン

⓲

ジャックポット 丸の内

日本橋だし場 丸ビル店

Bistro Bar Dapaulo

直輸入樽生ビール、
日本初上陸のドイツ地ビー
ルなどを本格ドイツ料理と一緒に。※ディナー
タイムのみ

MAP

年間を通して、その時期ごとに最高の生カキが食べ
られるオイスターバー。生はもちろん、グラタンや
カキフライなどでも。

MAP

丸ビル 36F［中国料理］
Tel.03-3283-2002

ナポリスタイルピッツァや各国の厳選ワイン、
カクテル、
ベルギービールなどと共に。
※ランチ・ディナーのみ

❸

お食事で
ご利用の方に
1 ドリンクを
サービス

RESTAURANT 丸ビル店

毎日、
店内で焼く美味しいパンと地中海の香り
漂う料理の数々を。 ※他のクーポン券、割引サー
ビス、優待との併用不可

新東京ビル B1F ［ドイツビアレストラン］
Tel.03-5224-6028

ドイツ バイエルン州が運営するギネスブック認定の世
界最大のビアホール、ホフブロイハウスの樽生が飲める店。
※¥3,240(税込)以上のお会計で利用可能 ※コースは対
象外 ※他のクーポン券、割引サービス、優待との併用不可

MAP

⓯

⓲

MAP カイザーホフ

❻

MAP

⓮

魚 肴 酒 天麩羅 天まる
丸ビル 6F［天ぷら］
Tel.03-3240-6033

旬の食材をふんだんに使った、
職人が揚げる本
格天ぷらは絶品 !

MAP

⓮

招福樓
丸ビル 36F［日本料理］
Tel.03-3240-0003

近江・八日市の老舗料亭。素材の持ち味を大切
にした四季折々の詩情豊かな料理が楽しめる。

MAP

⓯

STAND T
新丸ビル 1F［グルメビアスタンド］
Tel.03-3240-6008

昼は、ランチとカフェ。夜は美味しい10種の
ビールと小皿料理の活気あふれる現代の酒場。

MAP ヴァンルージュ・ヴァン

⓯

ブラン

新丸ビル 5F［欧風料理とワイン］
Tel.03-5224-8781

赤レンガの東京駅 丸の内駅舎を眺めながら、
ごゆっくりとおくつろぎください。 ※ソフト
ドリンク、生ビール、ハウスワイン
（赤、白）対象

MAP

⓲

上海厨房 石庫門 丸の内店
丸の内オアゾ B1F［中国料理・フードデリ］
Tel.03-6212-2211

中国本土より招いた料理人が作る料理は本格
派ながら、リーズナブル。人気メニュー
「大陸
焼餃子」
は、
ハマること必至の一品。

MAP

⓲

❼

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］
Tel.03-5220-0029

MAP

⓮

暗闇坂 宮下
丸ビル 36F［和食］
Tel.03-5220-3331

旬のお野菜、お魚を中心に、厳選された素材の
旨味を活かした心と体を癒す日本の味。

MAP

⓯

ZEALANDER by TERRA
新丸ビル 5F ［モダンニュージーランド料理］
Tel.03-6269-9017

「本物」のモダンニュージーランド料理とそれ
を彩る厳選ワインを丸の内で。

MAP PASTA HOUSE

⓯

AWkitchen TOKYO

新丸ビル 5F［パスタハウス］
Tel.03-5224-8071

すべて手打ちのモチモチした食感のパスタと
好相性のソース。契約している農家から毎日
届く、
お野菜も自慢。

MAP

⓲

屏南 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ B1F［わんたん・かゆ・刀削麺］
Tel.03-5252-7615

中国福建省
「屏南」
の本場と変らぬ味を丸の内で。
※ソフトドリンクのみ対象

MAP

❸

シンパチキング
国際ビル B1F［海鮮居酒屋］
Tel.03-6269-9922

産地直送の地魚、こだわりの農産物など新鮮
な食材と入手困難な地酒や本格焼酎が楽しめ
ます。

MAP 大連餃子基地 DALIAN

❺

丸の内店

二重橋スクエア B1F［餃子・中華料理］
Tel.03-6206-3039

こだわりの素材を使い本場中国の点心師が手
作りする本格中華。

Talho 丸の内店

新東京ビル B1F［ポルトガル料理］
Tel.03-5222-5055

ポルトガルの肉料理を中心にビールやワイン
片手にカジュアルにお楽しみいただけます。

❼

丸の内ブリックスクエア B1F［琉球チャイニーズ］
Tel.03-3213-2277

世界各地の BIO ワインと、自然派野菜をふん
だんに使ったヘルシーなメニューの人気店。
※ ¥3,000
（税込）以上のお会計で利用可能

沼津 魚がし鮨
丸ビル 6F［寿司］
Tel.03-5220-5550

駿河湾から直送の新鮮な魚介類を、
握りや一品
料理でボリューム満点に。静岡各地の素材を
使った料理や地酒も。

MAP

⓮

マンゴツリー 東京
丸ビル 35F［タイ料理］
Tel.03-5224-5489

バンコク、ロンドンに続く世界で3店目のタイ
料理店。厳選した素材と伝統の技が織りなす
料理の数々。

MAP

⓯

BARBARA market place 151
新丸ビル B1F［レストラン・バー］
Tel.03-5918-7780

「ヨーロッパの市場」がテーマのヨーロッパ各
地方料理。

MAP 焼鳥・ジビエ・ワイン

⓯

鳥歐

新丸ビル 5F［焼鳥・ジビエ・ワイン］
Tel.03-6269-9435

「カオの見える生産者」が大切につくった食材
を大切にする焼鳥・ジビエ・ワインの店。

MAP

⓯

Wattle Tokyo
新丸ビル 6F［モダンオーストラリア料理］
Tel.03-5288-7828

オーストラリアの新鮮食材と、
日本の四季折々
の食材をモダンに組み合せたお料理。

MAP

⓲

妻家房 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 5F［韓国旬彩料理］
Tel.03-3284-0108

オモニ
（母）の愛情から生まれてきた韓国秘伝
の味を。 ※生ビール
（小）、韓国ドリンクのみ対象

丸の内 若どり

丸の内オアゾ 6F［鶏料理専門店］
Tel.03-5221-5231

鶏料理専門店。佐賀県産赤鶏と旬の野菜を、極
上スープでお召し上がりいただく博多水炊き
は絶品。

❻

TAMA

⓮

⓲

MAP M a n u e l T a s c a d o

MAP BIO ワイン＆フード

MAP

MAP 博多水炊き・焼酎

ゆったりとした大人の空間で、
江戸前鮨を。

Tel.03-6270-3900

料理のうまさで “ 博多で抜群の海鮮居酒屋 ” と
評判の
「磯貝」
の味を東京で。

厳選した蕎麦粉だけを使用し、
コシの強さと独
特の旨みを出す本物のお蕎麦。日本酒、焼酎に
合う肴、
小鉢も豊富。

丸の内オアゾ 6F［寿司］
Tel.03-5220-6591

二重橋スクエア 2F ［アメリカン・ステーキハウス］

丸の内ブリックスクエア B1F［和食海鮮居酒屋］
Tel.03-6269-9330

丸ビル 6F［日本蕎麦］
Tel.03-3201-0755

鮨 竹山 丸の内

Marunouchi

ろばた焼 磯貝

鎌倉 一茶庵 丸山

京都府丹波にて飼育した伝統の京都肉や全国
選りすぐりの黒毛和牛を関西風すき焼き、
しゃ
ぶしゃぶ、
オイル焼き、
ステーキでご提供。

表面はパリッ、
中はしっとり。最上級品質と認定
された
「プライムグレード」
の牛肉。

MAP

⓮
⓮

MAP Morton's The Steakhouse

❺

MAP

MAP

丸ビル 6F［和食］
Tel.03-3240-1020

福臨門酒家の創業者・徐福全の息子、徐維均に
よるブランド。

グルメ

MAP

⓮

MAP

灘の酒と和食 御影蔵

MAP 家全七福酒家 SEVENTH SON

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

❹

皮はパリッと身は表面サクッと中身はジュー
シーな厳選鰻を使った名古屋の郷土料理。

4/25（木）〜 5/6（月・振休）
...............................................................................................................................................
●クーポン対象店舗の場所は、P1-P2 のマップにてご確認ください。

⓯

丸ビル 6F［ひつまぶし］
Tel.03-6259-1667

瀬戸内の魚や四季折々の厳選された食材を堪
能できる。

［クーポン有効期限］2019 年

MAP

⓮

丸ビル店

...............................................................................................................................................
ご利用・ご注文の際は本クーポン付きガイドブックを店頭にて必ずご提示ください。
ＷＥＢ画面もしくはＷＥＢをプリントアウトしたものも有効です。

10
%
OFF

MAP ひつまぶし名古屋備長

MAP

❼

ラ・カサリンガ
丸の内ブリックスクエア B1F［イタリアン/バール］
Tel.03-5293-1105

南イタリア料理と自然派ワインをお楽しみい
ただけるトラットリア。

MAP bar à vin RÔTI

❺

marunouchi

二重橋スクエア B1F［鉄板ビストロ］
Tel.03-6269-9898

カウンター内で臨場感たっぷりに仕上げるフ
レンチ鉄板焼き。

MAP

❻

the pantry 丸の内店
新東京ビル 1F ［グルメバーガーレストラン］
Tel.03-5221-8666

グルメバーガーの元祖「ホームワークス」が、
NY で人気のオーダーメイドサラダを取り入
れたショップ。

MAP 魅惑の七輪 らんまん

❼

丸の内総本山

丸の内ブリックスクエア B1F［ホルモン焼肉店］
Tel.03-5218-4129

気さくな雰囲気で新鮮ホルモンと厳選された
和牛を味わえる焼肉ホルモン屋。
（土日祝は焼
肉ランチ可）
＊写真はイメージです。
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MAP 味の牛たん 喜助

❼

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］
Tel.03-6269-9088

定番の牛たん定食をはじめ、職人の手仕込み
により熟成された牛たんを、様々な料理で楽
しめる。

MAP

❼

mikuni MARUNOUCHI
丸の内ブリックスクエア 2F［ナチュラルフレンチ］
Tel.03-5220-3921

希少な伝統野菜「江戸東京野菜」をはじめ、東京産の
食材をふんだんに使った「地産地消」のメニューが
特長のナチュラルフレンチ。

MAP GRILL UKAI

❼

丸の内ブリックスクエア 3F［京都料理］
Tel.03-5218-0003

MAP ベルジアンブラッスリーコート
アントワープ セントラル

東京ビルTOKIA B1F ［ベルギービールレストラン］
Tel.03-5288-7370

ベルギービールと伝統的なベルギー料理をお
楽しめる。

MAP 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］
Tel.03-5288-7905

P

くつろぎと心やすらぐ個の空間で、
厳選された
素材を使用した旬のお料理を。 ※琥珀エビス
のみ対象 ※17:00以降限定

“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］
Tel.03-6269-9351

食べること、飲むこと、会話することを同一線
上で楽しむ、
新感覚のバール &ビストロ。

MAP Sicilian Terrace

Bar 豆まる

京都嵐山「松」や祇園割烹「阪川」協力。昼は彩
り豊かなおばんざい御膳、
夜は京料理のコース
も楽しめる。 ※ディナータイムのみ

⓬

丸の内ブリックスクエア 2F［中国料理］
Tel.03-6269-9080

四季の野菜をボリュームたっぷりの肉や魚料
理、
点心と一緒に楽しむスタンダードな中国料
理店。 ※ディナータイムのみ

❼

丸の内ブリックスクエア 2F［グリル料理］
Tel.03-5221-5252

MAP 京おばんざい＆お茶屋

❽

❼

CHINESE 青菜（チンツァイ）

MAP Baru&Bistro ＊ musiQ

MARUNOUCHI

世界各地から、
もっともおいしい旬の時期に届
けられる食材によるグリル料理が味わえる。

❼

MAP

❽

BUONO

東京ビル TOKIA B1F［イタリアン］
Tel.03-5223-8261

イタリアから空輸で運ばれる新鮮なモッツア
レラチーズ、豊富な前菜・パスタ・ピザ、ワイン
をどうぞ。

MAP

❾

GARB 東京
丸の内仲通りビル 1F［レストラン］
Tel.03-5220-0440

野菜をふんだんに取りいれたヨーロピアンカ
ジュアル料理。ランチからディナーまで、オー
ルデイユース。

MAP

⓰

スペインバル モン・シルクロ
三菱UFJ信託銀行本店ビル B1F［スペインバル］
Tel.03-5222-6033

本格スペイン料理の店。パエリアと、鉄板で焼
き上げる肉料理
「チュレトン」
がオススメ。

MAP

❽

宮崎地鶏炭火焼 車
東京ビルTOKIA B1F［焼鳥・地鶏料理］
Tel.03-3216-0022

宮崎 か ら 毎日取 り 寄 せ る 神楽 と り 料理 は
絶品 !

MAP

❾

MAP

❼

たまさか
丸の内ブリックスクエア 2F［カウンター割烹］
Tel.03-3217-2861

カウンターメインの割烹。厳選された素材を
活かした丁寧な料理。

MAP

❼

⓱

AWkitchen 自慢の野菜がたくさん入ったパス
タがリーズナブルに堪能できる。

シンプルかつ上質なアイテムと、
バケツ型のトー
トバッグをメインに雑貨を展開。 ※2点以上ご
購入で10%OFF

MAP

❽

串あげもの 旬 s
東京ビル TOKIA B1F［串揚げ料理］
Tel.03-5293-7588

旬の新鮮な素材の串や食材の相性で組み合わ
せた創作料理をどうぞ。

MAP

⓯

銀座 夏野
新丸ビル 4F［箸］
Tel.03-3211-1184

人気の箸専門店。 ※様々な色柄、産地の箸を特別
価格にて販売

パブス 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ 1F ［メンズ・レディス服飾雑貨］
Tel.03-5252-7741

ネクタイ、シャツ、カフスなど。※シアサッカー
カジュアル半袖シャツ ¥5,400（ 税込）

⓱

iiyo!!
（イーヨ !!）1F［ビストロ］
Tel.03-6269-9730

パリの街角にあるビストロを彷彿とさせるアッ
トホームな雰囲気の中で、
洗練されたフランス
料理を味わう。

MAP

❷

ラシット 丸の内店
新有楽町ビル 1F［バッグ・服飾雑貨］
Tel.03-3217-2700

ラシットのフルラインナップを揃えたショップ。
※2点以上ご購入で10%OFF

MAP パパス・マドモアゼル ノンノン

❻

ショッピング

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Price
Down
MAP

⓮

MAP PALETTE PLAZA

人気の商品が
限定プライス
ダウン

Octà Hotel
丸ビル 3F［輸入雑貨］
Tel.03-6268-0220

パリから直接買い付けた商品やオクタホテルオ
リジナルラインなど、他では手に入らないコレク
ション。 ※¥5,000（ 税込）以上ご購入で10%OFF

MAP

⓮

バークレー
丸ビル 3F［婦人靴・雑貨］
Tel.03-3240-0104

丸ビル B1F［カメラ・DPE］
Tel.03-5220-4555

一枚の写真から、
たくさんのハッピーを
※
「モアプリント
（分割プリント）6P サイズ」¥500
（税込）

MAP

⓮

SHOE CLOSET 丸ビル店
丸ビル 3F［服飾雑貨］
Tel.03-6206-3363

上質カジュアルシューズやファッションアイ
テムを徹底してセレクト。 ※インポートシュー
ズ10%OFF

MAP

⓮

TAYA
丸ビル 4F［美容室］
Tel.03-5220-3976

ここだけにしかないオリジナルブランドもあ
るメーカー直営店。 ※店内商品2点以上お買い
上げで10%OFF

自在なアレンジを可能にする進化したトリート
メントメニューを。 ※美容商品10～30%OFF

MAP ACE BAGS&LUGGAGE

MAP デラクシィーム メイソン

⓮

丸の内店

丸ビル 4F［バッグ・雑貨］
Tel.03-6268-0061

バッグとラゲージのセレクトショップ。
※2点以上ご購入で10%OFF
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⓮

丸ビル店

⓮

グレイ

丸ビル 4F［レディス・雑貨］
Tel.03-5220-7075

シルエットや素材にこだわった「今どきベー
シック」
なアイテムを提案。 ※2点以上ご購入で
10%OFF

MAP

⓮

カオス丸の内
丸ビル 2F［レディス］
Tel.03-6259-1394

国内外からセレクトした大人のための上質な
日常着を提案。 ※店内商品 SALE実施

MAP

⓮

MAP

⓮

メガネを通して、美しく豊かな人生を。※2本
目以降10%OFF ※フレーム本体価格が高い方を
10%OFF

シーズントレンドのファッション雑貨。
※2点以上ご購入で10%OFF

⓮

丸ビル 4F［レディス］
Tel.03-5220-9500

年齢にとらわれない “ 働く、
すべての女性 ” に向
けた幅広いオフィスウェア。 ※トップス2点以
上ご購入で10%OFF

MAP

⓮

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］
Tel.03-5220-7560

世界で活躍するデザイナー ミハエル ネグリ
ンが手掛けるトータルファッションブランド。
※2点以上ご購入で10%OFF

MAP CLASSICS the Small
Luxury 丸の内店

丸ビル 4F［ハンカチーフ］
Tel.03-6259-1571

多彩なハンカチーフが魅力のスペシャリティ
ストア。 ※ ¥10,800
（税込）
ご購入で送料無料

MAP

⓮

新東京ビル 1F ［紳士服・婦人服・服飾雑貨］
Tel.03-3284-8847[ パパス ]
03-3284-0886[マドモアゼルノンノン]

メンズのパパス、レディスのマドモアゼルノンノ
ンのラインナップが揃う総合ショップ。 ※メンバー
ズカード登録でお会計から5%OFF ※ ¥20,000（ 税込）以
上ご購入のお客様に、コーヒーもしくは紅茶1杯サービス

LUCKY
BAG
MAP

⓮

キレイ・簡単・リーズナブルをモットーに短時
間で高い技術を満喫。 ※ ¥3,132
（ 税込）以上の
施術で商品代金20%OFF

新丸ビル店

新丸ビル 3F ［美容室］
Tel.03-5224-5151

MAP ラグビープラス

⓯

カンタベリー

新丸ビル 4F［スポーツアパレル・雑貨］
Tel.03-6256-0957

「RUGBY PLUS」
を中心にしたカンタベリー初
のコンセプトショップ。 ※春物 SALE 実施

MAP ブルーブルーエ

⓲

丸の内 oazo 店

丸の内オアゾ 1F［服飾・生活雑貨］
Tel.03-3215-7500

服飾小物を中心に、
シンプルなデザインで飽き
のこない雑貨。 ※対象商品10%OFF

MAP セイコー オプティカル

❷

ブティック 丸の内

新有楽町ビル 1F ［メガネ・サングラス］
Tel.03-3216-2585

SEIKO ブランドのフラッグシップショップ。お
一人おひとりに最適なメガネをお届け。※フレーム
（ ¥30,000相当）+ レンズ（ ¥40,000相当）を ¥32,400（ 税
込）で販売。※遠近、中近、近々両用などもお選びいただけます

MAP

❼

HANAHIRO CQ
丸の内ブリックスクエア 1F ［フラワーショップ］
Tel.03-6269-9187

パリで人気のフラワーブティック「クロード
カンコー」とコラボした日本初のお店。 ※鉢
物苗・ハーブなど、オール ¥200
（税込）セール実施

⓮

ロクシタン
丸ビル 1F［化粧品］
Tel.03-3286-3550

ライフスタイルコスメティックブランド。
※復刻製品「 ラブレターローズシャワージェル」
¥3,132
（税込）を販売

MAP

⓯

Koh Gen Do
新丸ビル 3F ［化粧品］
Tel.03-5224-4801

「肌へのやさしさ」と「機能性」を融合させた自然派化
粧品。※アクアファンデーション1周年記念セット販売。¥4,968
（ 税込）
「 アクアファンデーション全7色 各30ml SPF25PA++」
「 パーフェクトファンデーションブラシS クリアレッド（非売品）」

MAP le coq sportif avant

⓯

MARUNOUCHI

新丸ビル 4F［服飾雑貨］
Tel.03-6268-0321

スポーツブランドが考える健康的でアクティ
ブなライフスタイルを提案。 ※2点以上ご購入
で10%OFF

MAP ネイルバー

⓲

丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ 1F［ネイルサロン］
Tel.03-3215-5188

バイオジェル、
シェラック、
フットケア等、
充実
したメニュー。 ※「 20YA カラー Set（ 20YA ポ
リッシュ +20YA ファイル）」¥1,620（ 税込）

MAP

❷

エース 有楽町店
新有楽町ビル 1F［バッグ・トラベル］
Tel.03-3211-1266

バッグ・旅行用品を、エースの直営店ならでは
の豊富な品揃えでご用意。 ※ ¥5,400
（税込）以
上ご購入で10%OFF

MAP CLAUDE monet H₂O

❽

AVEDA salon & spa

東京ビルTOKIA 3F［サロン＆スパ］
Tel.03-5220-7373

ヘアサロン、クロードモネ H2O が美・地球環境・
健康を大切にするアヴェダと融合。※ヘアサロンで
施術を受けたお客様に「 ヘッドスパ」もしくは「 トリートメ
ント」を無料でご案内。※5/1～（ シャンプーブロー代別途）

MAP J.LINDEBERG

⓯

新丸の内店

新丸ビル 4F［メンズファッション・メンズレディスゴルフウェア］
Tel.03-5222-3540

ファッションとスポーツとの融合。
※30本限定で、ボトムアイテムスペシャルプライ
ス80～90%OFF

MAP ニールズヤード レメ

⓯

ディーズ

新丸ビル 3F［化粧品］
Tel.03-3201-6288

美と健康をサポートする英国式ライフスタイ
ルを提案。※
「ビーラブリーオールマイティバーム
（保湿バーム）」10%OFF

MAP ハンズ ビー

⓲

丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ B1F ［化粧品・バッグ・トラベル］
Tel.03-5221-8031

「東急ハンズ」
が提案するライフスタイルショッ
プ。※バッグ・トラベル
（スーツケース）などのセー
ル実施

MAP 心斎橋リフォーム

❶

丸ノ内店

有楽町ビル 1F［洋服直し専門店］
Tel.03-6268-0558

合わなくなった洋服を体型に合ったシルエッ
トに直してくれる。※パンツの丈上げ10%OFF

MAP ABC Cooking Studio

❸

丸の内スタジオ

国際ビル B2F［料理教室］
Tel.03-5220-3191

全国約28万人が通う料理・パン・ケーキが学べる教室。
※先着100名様にオリジナルグッズ付き体験レッスンに無料ご招待!
（ ABCはじめての方に限る。
「 ガイドブックを見た」とお伝えください）

MAP

⓫

エポカ ザ ショップ丸の内
丸の内二丁目ビル 1F［ウィメンズ・雑貨］
Tel.03-5224-3457

かごバッグやエアリーなブラウスなど初夏にぴっ
たりのアイテムが勢揃い。 ※一部商品セール実施
店内に
『50％OFF SALE』コーナーもご用意。

丸ビル3F［メガネ・サングラス］
Tel.03-3215-0004

丸ビル 3F［バッグ・服飾雑貨・ギフト］
Tel.03-6256-0100

COMPANY

丸ビル 4F［ネイルサロン］
Tel.03-5220-7020

MAP

JINS 丸の内店

CONCIERGE 丸の内店

MAP WHITE THE SUIT

ネイルクイック

熟練した技術と感性をもったスタッフが顔立
ち・髪質からスタイルをご提案。※先着30名様
に「 サブリミックリフトアップスパ (60分 / シャンプー
ブロー込）」を20%OFF の ¥6,912( 税込）で実施

⓲

BISTRO DOUBLE

⓮
⓯

MAP

MAP

MAP

MAP 資生堂ビューティーサロン

一流マジシャンによるマジックを、お酒、食事
とともに楽しめるマジックレストラン。お子
様の同伴も可能。

幻の和牛
「尾崎牛」と伊産3大牛
「ファッソーネ
牛」を愉しめる肉ビストロ。クラフトビールと
ナチュラルワインは50種超 !

iiyo!!（イーヨ!!）B1F［パスタ＆バール］
Tel.03-6269-9212

丸ビル 4F［レディス・服飾雑貨］
Tel.03-5220-3391

丸の内ブリックスクエア 3F［マジックバー］
Tel.03-6269-9110

丸の内仲通りビル 1F［肉ビストロ＆クラフトビール・ワイン］
Tel.03-6212-6882

AWkitchen's

⓮

LOISIR d'or

銀座 十時 丸の内店

ランプラント

MAP PASTA MARCHE

MAP

⓯

MAP A day WACOAL

おトクな
限定品をご用意

テネリータ
新丸ビル 4F ［生活雑貨（オーガニックコットンタオル他）］
Tel.03-6206-3174

オーガニックコットンを中心に、
日本の産地の
モノ作りを大切にし、
安心で心地よい暮らしを
提案。※先着20名様に、バスタオル、フェイスタオル、
ピローケースの3点セットを¥5,400
（税込）で販売

⓮

The Store 丸の内店

丸ビル B1F［ランジェリー］
Tel.03-5220-2278

インナーウエアショップ。 ※先着30名様に、
「ショーツ3点セット」を ¥1,000
（税込）で販売

MAP

⓯

私の部屋 丸の内店
新丸ビル 4F［生活雑貨］
Tel.03-3211-6131

家具や生活用品など気の利いたアイテムが
盛りだくさん。※先着5名様に、
「 体調改善セット」
¥2,160
（ 税込）
（ ¥4,200相当）※先着5名様に、
「 おでか
けセット」¥2,916
（ 税込）
（ ¥4,700相当）

MAP

⓯

Blondoll
新丸ビル 3F［レッグウエア］
Tel.03-3287-1230

カジュアルからドレスタイプまで、足元にトレ
ンド感をプラス。※先着50名様に
「ソックス3点 +
フットカバー2点セット」¥2,160
（税込）で販売

MAP MCS Marunouchi

⓯

Cosmetics Selection
新丸ビル 3F［化粧品］
Tel.03-5220-1101

国内メーカーを中心に質の高いスキンケアブラン
ドやメイクブランドを取り揃えるコスメのセレク
トショップ。 ※先着15名様に、
「 ジルスチュアート リラッ
クス アクシアフォン プロテクターP（ 日焼け止めジェル）
（ 60g）」
と「 ジルスチュアート リラックス ボディミルク 30mlボトル」
セットを¥3,024（ 税込）で販売

MAP

⓯

かまわぬ
新丸ビル 4F［手ぬぐい・和雑貨］
Tel.03-3211-5277

日本の和の文化を身近な形で伝えてくれる手ぬぐい専
門店。※先着30名様に「ハーフサイズてぬぐい4枚+雑
貨のセット（¥5,000相当）」を¥2,160（ 税込）で販売

MAP オリエンタルダイヤモンド

❷

丸の内店

新有楽町ビル 1F［ジュエリー販売］
Tel.03-3287-2801

信頼 と 実績 の あ る ダ イ ヤ モ ン ド 総合企業直営
店舗。※ラッキーバッグ販売（ ペンダント、ピアスなど）※
¥700,000相当が ¥324,000（ 税込）、¥500,000相当が
¥216,000（ 税込）、¥300,000相当が ¥108,000（ 税込）
先着12名様

プランツ・プランツ
丸ビル 4F［観葉植物・趣味雑貨］
Tel.03-5220-3777

どんなインテリアにも馴染むオリジナルアレ
ンジや一点物の盆栽、
エアプランツなど。
※コケ玉、盆栽2点以上ご購入で10%OFF

ご利用・ご注文の際は本クーポン付きガイドブックを店頭にて必ずご提示ください。WEB画面もしくは WEBをプリントアウトしたもの有効です。
（QR コード）
●一部対象外のメニュー、
商品、
サービスがある場合がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。 ●１ドリンクサービスはお食事ご利用の方に限ります。 ●テイクアウト商品に
はご利用いただけません。 ●１ドリンクサービス、
10％オフサービスを併用することはできません。 ＊クーポン有効期限 2019年4月25日
（木）
〜5月6日
（月・振休） ＊写真はイメージです。
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