2021年1月15日現在

丸ビル【グルメ】営業時間一覧
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の店舗にて営業時間を短縮しております。
・店舗により臨時休業の店舗がございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。
・ラストオーダー（LO）の時間は店舗により異なります。詳細は各店舗までお問い合わせください。
・テイクアウトメニューは店舗によって提供時間等が異なります。詳細は各店舗までお問い合わせください。
・掲載情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

36F
店舗名

カテゴリー

電話番号

レストラン・モナリザ

フランス料理

03-3240-5775

招福樓

日本料理

03-3240-0003

家全七福酒家 SEVENTH SON RESTAURANT 丸ビル店

中国料理

03-3283-2002

営業時間

テイクアウト

昼 11:30〜15:30(LO14:00)
夜 17:30〜20:00(LO19:00)
昼 11:30〜15:00(LO14:00)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)
昼 11:00〜16:00(LO15:00)
ディナー休業

○
○

昼 11:00〜15:30(LO14:30)
夜
BREEZE OF TOKYO

フレンチグリル＆バー

03-5220-5551

平日

休業

2/5(金)まで

○

土日祝 17:00〜20:00(LO19:00)
※コースはLO18:00
アンティカ オステリア デル ポンテ

イタリア料理

03-5220-4686

終日休業

2/7(日)まで

暗闇坂 宮下

和食

03-5220-3331

11:00〜20:00（LO19:00）

○

35F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

銀座寿司幸本店

寿司

03-3240-1908

11:00〜20:00（LO19:00）

RISTORANTE HiRo CENTRO

イタリア料理

03-5221-8331

お座敷天婦羅 天政

天ぷら

03-5220-3170

臼杵ふぐ 山田屋 丸の内

ふぐ料理・日本料理

03-6269-9390

ラウンジ

カフェ＆バー

03-5224-5489

Sens & Saveurs

フランス料理

03-5220-2701

マンゴツリー 東京

タイ料理

03-5224-5489

テイクアウト

○

昼 11:00〜15:30(LO14:00)
夜 17:00〜20:00
昼 11:30〜14:30(LO13:30)
夜 16:30〜20:00(LO18:45)
昼 11:30〜15:00(LO14:00)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○
○

終日休業
昼 11:00〜15:30(LO13:30)
夜 17:00〜20:00(LO18:00)
昼 11:00〜15:30(LO14:30)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○

昼 11:00〜15:30(LO14:30)
AUXAMIS TOKYO

フランス料理・ワインバー

03-5220-4011

夜 16:00〜20:00(LO19:00)
※コースはLO18:00

モリタ屋

すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼き・ステーキ

03-5220-0029

昼 11:00〜15:30(LO14:30)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○

6F
店舗名

カテゴリー

電話番号

沼津 魚がし鮨

寿司

03-5220-5550

どん 薩摩

本格焼酎とかごしま料理

03-6256-0404

ひつまぶし名古屋備長 丸ビル店

ひつまぶし

03-6259-1667

青ゆず 寅

魚河岸料理

03-3240-5790

博多麺房 赤のれん

ラーメン

03-3201-4775

営業時間

11:00〜20:00
(昼LO15:00 夜LO19:00)

テイクアウト

○

1/14から休業
昼 11:00〜15:30(LO15:00)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)
昼 11:00〜16:00
夜 16:00〜20:00(LO19:00)

○
○

11:00〜20:00(LO19:30)
昼 11:00〜15:00(LO14:30)
夜

紀州山海料理 愚庵 丸の内店

日本料理

03-6273-4888

平日 17:00〜20:00(LO19:00)
土日祝 16:30〜20:00(LO19:00)
1/16(土)〜2/15(月) 休業

もつ福

もつ鍋・もつ焼・焼酎居酒屋

03-5221-8001

焼肉トラジ 丸ビル店

焼肉

03-5220-7071

東京今井屋 本店

焼き鳥・鶏料理

03-5208-1717

灘の酒と和食 御影蔵

和食

03-3240-1020

魚 肴 酒 天麩羅 天まる

天ぷら

03-3240-6033

Daedoko

YAMAGATA お酒とお料理

03-3212-3313

1/14(木)〜2/7(日) 休業
昼 11:00〜16:00
夜 16:00〜20:00(LO19:00)
昼 11:00〜14:30(LO14:00)
夜 16:00〜20:00（LO19:00）

○

○

昼 11:00〜14:30(LO14:00)
夜 16:30〜20:00（LO19:00）
1/13(水)〜1/31(日)休業
昼 11:00〜15:00(LO14:30)
ディナー休業

5F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

テイクアウト

平日
SPICE BISTRO B

ビストロ

03-6256-0455

昼 11:00〜15:00(LO14:30)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○

土日祝 11:00〜20:00(LO19:00)
昼 11:00〜15:30(LO15:00)
CITA・CITA

インターナショナル・アジアン・キュイジーヌ

03-5220-2011

夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○

1/16(土)〜2/7(日)ディナー休業
昼 11:00〜15:00（LO14:30）
ゴドノフ東京 丸ビル店

ロシア料理・ロシアンバル

03-5224-6558

夜 16:00〜20:00（LO19:00)
1/16(土)〜2/7(日)休業
昼
平日 11:00〜15:00(LO14:00)

醍醐味

炉端焼・和食ふぐ

03-5219-7011

土日祝 11:00〜16:00(LO15:00)

○

夜
16:00〜20:00（LO19:00）
筑紫樓 魚翅海鮮酒家

中国料理

03-6213-2946

11:00〜20:00

○

5F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

銀座和館 椿屋茶房

カフェ

03-5220-2588

11:00〜20:00(LO19:30)

テイクアウト

○

平日
Cantinetta Buzz

ワイン酒場

03-6269-9155

昼 11:00〜15:00(LO14:00)
夜 17:00〜20:00(LO19:00)

○

土日祝 11:00〜20:00(LO19:00)
小岩井農場TOKYO

まきば料理（洋食）

03-5224-3070

昼 11:00〜16:00（LO15:30）
夜 17:30〜20:00（LO19:00）

○

昼
平日 11:00〜14:30(LO14:30)
土日祝 11:00〜16:00(LO15:30)
ISOLA SMERALDA

イタリア料理

03-5288-6228

カフェタイム
平日 14:30〜16:00(LO16:00)

○

夜
17:00〜20:00（LO19:30）
※アルコール提供は19:00まで
グリル満天星 麻布十番

洋食レストラン

03-5288-7070

パパイヤリーフ

アジアンスタイルテーブル

03-5220-4488

11:00〜20:00(LO19:00)

○

昼 11:00〜16:00
夜 16:00〜20:00（LO18:45）
昼 11:00〜15:00（LO14:30）

the ringo marunouchi

03-6551-2899

モダンスパニッシュ レストラン

カフェタイム 15:00〜16:00

○

夜：16:00〜20:00（LO19:00）
KUA ̀AINA

グルメハンバーガー

03-5220-2400

11:00〜20:00(LO19:30)
※アルコール提供は19:00まで

○

昼 11:00〜17:00（LO16:30）
Casablanca Silk

ベトナムフレンチ

03-5220-5612

夜 17:00〜20:00（LO19:30）

○

※アルコール提供は19:00まで

4F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

CAFE LEXCEL 丸の内ビルディング店

カフェ

03-5219-1640

11:00〜20:00

ROUTE CAFE AND THINGS

カフェ・書籍・雑貨・イベント

03-6268-0160

11:00〜20:00

テイクアウト

3F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

ハーブス 丸ビル店

フレッシュケーキ＆カフェ

03-6269-9595

11:00〜19:00(LO18:30)

営業時間

テイクアウト

○

1F
店舗名

カテゴリー

電話番号

Marunouchi Cafe

イベントカフェ

03-5224-3110

11:00〜20:00
(LO:フード19:00
ドリンク・デザート19:30)

テイクアウト

B1F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

サブウェイ 丸ビル店

サンドイッチ＆カフェ

03-6269-9575

ホテルショコラ

チョコレート・カカオライフスタイル

03-6259-1664

丸ビル 千疋屋

果実・デザート・カフェ

03-3201-0650

スターバックス コーヒー 丸の内ビル店

カフェ

03-5220-7748

7:00~20:00

○

ナチュラルローソン 丸の内ビルディング店

コンビニエンスストア

03-3284-3963

7:00〜23:00

○

テイクアウト

平日 7:00〜20:00
土日祝日 11:00〜18:00

○

11：00〜20：00
平日 10:00〜19:00
土日祝日 11:00〜18:00

○

B1F Maruchika(マルチカ）
店舗名

カテゴリー

電話番号

あっぷるぱい考太郎

アップルパイ・食パン

03-5860-3909

ビストロ石川亭 丸ビル店

弁当販売

03-6206-3929

AKOMEYA TOKYO

食品・雑貨

03-6206-3349

WISE SONS TOKYO

サンフランシスコ デリカテッセン

03-6551-2477

営業時間

テイクアウト

11:00〜19:00
※1/16(土)〜2/7(日)休業
平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

11:00〜20:00

〇
〇
〇

平日 7：30〜20：00
土

8：30〜20：00

〇

日祝 8：30〜20：00
PREMIER'S Tea Boutique Marunouchi

ティーブティック

03-6206-3206

11:00〜20:00

〇

すみだ 福千代

弁当・惣菜

03-3215-5050

11:00〜19:00

〇

KITAYA 六人衆 丸ビル店

和菓子

03-6268-0108

11:00〜19:00

〇

キャンティ

洋菓子

03-3240-0105

11:00〜19:00

〇

FICO & POMUM JUICE 丸ビル店

スムージー・サンドイッチ

03-6273-4740

11:00〜19:00

〇

ALOHA SALADS DELI

デリ・サラダ・カレー

03-6259-1683

TP TEA

カフェスタンド

03-6259-1663

胡同デリ

中華デリ

03-3240-1023

筋肉食堂 丸ビルDELI

洋食・ステーキ

03-6551-2829

浪漫館横浜 丸の内店

トンカツ・惣菜

03-6256-0061

鶏三和

鶏料理・弁当・惣菜

03-6269-9303

日本橋だし場 丸ビル店

和食

03-3211-0421

11:00〜19:00
※1/16(土)〜2/7(日)休業
平日

11:00〜19:00

土日祝 11:00〜18:00
平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

11:00〜19:00
平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

B1F Maruchika(マルチカ）
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

タイ料理 沌（トン）

弁当･惣菜

03-3282-0080

ディキシーデリ マルノウチ

弁当

03-3284-1233

東京精肉弁当店

弁当

03-3284-2210

OmtRak 丸ビル店

洋惣菜･弁当

03-6273-4576

ウムウム グッドブリトーズ！ 丸ビル店

ブリトーカフェ

03-3284-3301

COCORICO DELI 丸ビル店

弁当・洋惣菜

03-6212-2251

終日休業 2/7(日)まで

〇

ちよだ鮨 丸の内ビル

お持ち帰り寿司

03-5220-4351

11:00〜19:00

〇

丸の内 Daikoku

和惣菜・弁当

03-5219-0800

テイクアウト

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

11:00〜19:00
11:00〜19:00
土日祝

休業

平日

11:00〜19:00

土日祝

休業

新型コロナウイルス感染拡大防止に努めて営業いたします。
お買物・お食事をされるお客様の安全・安心のために、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

〇
〇
〇
〇
〇

〇

