
加盟店一覧
※通常駐車サービスの加盟店と一部異なります。

丸の内一丁目＆大手町エリア
ビル名 店舗名 電話番号
三菱UFJ信託銀行本店ビル らーめん みそ膳 03-3212-2001
三菱UFJ信託銀行本店ビル サイゴン 03-3284-0360
三菱UFJ信託銀行本店ビル 寿し屋の勘八 旬 03-3213-0996
三菱UFJ信託銀行本店ビル DEAN & DELUCA 03-3284-7071
三菱UFJ信託銀行本店ビル HIGASHIYA man 丸の内 03-6259-1148
三菱UFJ信託銀行本店ビル スペインバル モン・シルクロ 03-5222-6033

iiyo!!(イーヨ!!)
ショップ＆レストラン　各店舗
※キッズスクウェア丸の内永楽ビル、
　医療法人社団浩昭会　丸の内永楽ビル歯科クリニックを除く

03-5218-5100

丸の内オアゾ

ショップ＆レストラン　各店舗
※FAMIMA factory、紳士服匠髙砂屋 丸の内オアゾ店を除く
※新丸の内センタービル、丸ノ内センタープラザ、
　丸の内北口ビルの店舗は対象外

03-5218-5100

丸ノ内ホテル ル・コネスール丸ノ内ホテルTOKYO 03-3215-5555
丸ノ内ホテル 大安くらぶ 03-3215-1051
丸ノ内ホテル 大志満 椿壽 03-5218-8080
丸ノ内ホテル pomme d’Adam 03-3217-1117

丸の内二丁目エリア
ビル名 店舗名 電話番号
丸ビル ショップ＆レストラン　各店舗 03-5218-5100
新丸ビル ショップ＆レストラン　各店舗 03-5218-5100
三菱商事ビル ジャックポット 丸の内 03-6267-0008
丸の内仲通りビル 金子眼鏡店 丸の内仲通り店 03-5288-8220
丸の内仲通りビル トゥミ 丸の内店 03-5220-6607
丸の内仲通りビル アダム エ ロペ ワイルド ライフ テーラー 丸の内店 03-5220-5600
丸の内仲通りビル GARB 東京 03-5220-0440
丸の内仲通りビル マルティニーク丸ノ内 03-5224-3708
丸の内仲通りビル パリアッチョ 03-6273-4486
丸の内仲通りビル ランプラント 03-6212-6882
丸の内仲通りビル CABaN TOMORROWLAND 丸の内店 03-3286-5105
丸の内仲通りビル PARIGOT 丸の内 03-5222-1708
丸の内仲通りビル ENFOLD 03-5220-1191
三菱ビル スターバックス コーヒー 丸の内三菱ビル店 03-5288-9050
三菱ビル くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 丸の内店 03-5288-7905
三菱ビル GASTRO-PUB COOPERS 丸の内店 03-5288-7896
三菱ビル ル・ドーム エディフィス 03-6212-2460
三菱ビル ル・ドーム イエナ 03-6212-2465
三菱ビル ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI 03-6259-1601
丸の内二丁目ビル エポカ ザ ショップ 丸の内 03-5224-3457
丸の内二丁目ビル ケイト・スペード ニューヨーク 丸の内店 03-5208-1807
丸の内二丁目ビル トゥモローランド 丸の内店 03-5220-2391
丸の内二丁目ビル ラルディーニ 東京店 03-5224-3880
丸の内二丁目ビル Marunouchi Happ. Stand & Gallery 03-6206-3343
丸の内二丁目ビル SLOWEAR VENEZIA 03‐6259‐1691
丸の内二丁目ビル VISIONARIUM THREE 03‐6259‐1933
丸の内 MY PLAZA ショップ＆レストラン　各店舗 各店舗まで

東京ビル TOKIA
ショップ＆レストラン
※キッズスクエア、イーク丸の内を除く

03-5218-5100

丸の内ブリックスクエア ショップ＆レストラン　各店舗 03-5218-5100

https://www.marunouchi.com/tenants/5005/
https://www.marunouchi.com/tenants/5003/
https://www.marunouchi.com/tenants/5004/
https://www.marunouchi.com/tenants/5009/
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https://www.marunouchi.com/tenants/8445/
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https://www.marunouchi.com/tenants/5070/
https://www.marunouchi.com/tenants/5033/
https://www.marunouchi.com/tenants/5032/
https://www.marunouchi.com/tenants/5090/
https://www.marunouchi.com/tenants/5062/
https://www.marunouchi.com/tenants/5060/
https://www.marunouchi.com/tenants/5079/
https://www.marunouchi.com/tenants/5092/
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https://www.marunouchi.com/tenants/5037/
https://www.marunouchi.com/tenants/5038/
https://www.marunouchi.com/tenants/5041/
https://www.marunouchi.com/tenants/5041/
https://www.marunouchi.com/tenants/9749/
https://www.marunouchi.com/tenants/5051/
https://www.marunouchi.com/tenants/5054/
https://www.marunouchi.com/tenants/5052/
https://www.marunouchi.com/tenants/9676/
https://www.marunouchi.com/tenants/9745/
https://www.marunouchi.com/tenants/10057/
https://www.marunouchi.com/tenants/10086/
https://www.myplaza.jp/
https://www.marunouchi.com/building/tokia/
https://www.marunouchi.com/building/bricksquare/


丸の内三丁目＆有楽町エリア
ビル名 店舗名 電話番号

二重橋スクエア
ショップ＆レストラン　各店舗
※東京商工会議所・東京會舘の店舗は対象外

03-5218-5100

新国際ビル CDG シーディージー 03-3218-1803
新国際ビル ラ･メゾン･デュ･ショコラ 丸の内店 03-3201-6006
新国際ビル パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 03-5293-2800
新国際ビル リモワストア 東京 丸の内 03-5224-3377
新国際ビル Maker’s Watch Knot 丸の内ギャラリーショップ 03-3201-5725
新国際ビル NUMBER SUGAR 03-6812-2959
国際ビル 日本料理 おかもと 03-3211-4927
国際ビル 和菜房 the kitchen 晴 03-3214-8059
国際ビル バカラショップ 丸の内 03-5223-8868
国際ビル 宝石のシャローム 03-3215-9070
国際ビル トルコ料理 トプカプ 丸の内店 03-3215-3600
国際ビル ジャックポット 国際ビル店 03-6213-0007
国際ビル 陳家私菜 03-3214-5888
国際ビル ZERO HALLIBURTON 丸の内店 03-5220-5137
国際ビル 元気居酒屋 幸多 03-6269-9922
国際ビル インド料理ムンバイ + The India Coffee House 03-5293-0115
国際ビル 一保堂茶舗 東京丸の内店 03-6212-0202
国際ビル ジョンロブ 丸の内店 03-6267-6011
国際ビル ジェームス パース 丸の内店 03-3213-1501
国際ビル ワインショップ･エノテカ 丸の内店 03-5208-8371
国際ビル 博多らーめん 由丸 丸の内店 03-6269-9911
国際ビル Orobianco Marunouchi 03-6256-0567
国際ビル umami nuts 03-6273-4900
国際ビル SAKE SHOP 福光屋 丸の内店 03-5288-5015
国際ビル 丸の内 グローバルスタイル 本店 03-6256-0886
国際ビル L/UNIFORM TOKYO 03-6812-2930
国際ビル Ciao！WHIPHY 03-6282-0506
新有楽町ビル オリエンタルダイヤモンド 丸の内店 03-3287-2801
新有楽町ビル ロイヤル コペンハーゲン 本店 03-3211-2888
新有楽町ビル サルトリア プロメッサ 丸の内店 03-3216-5881
新有楽町ビル 織田有 03-3215-0125
新有楽町ビル 一世館 有楽町店 03-3201-4747
新有楽町ビル 人形町今半 有楽町店 03-3216-4701
新有楽町ビル シップス 有楽町店 03-5252-7748
新有楽町ビル ドコモショップ 丸の内店 0120-214-360
新有楽町ビル 遊楽酒場 のもっか！nomocca 03-5220-6878
新有楽町ビル ラシット 丸の内店 03-3217-2700
新有楽町ビル ローズプラザ有楽町 03-3212-3377
新有楽町ビル Hibiya-Kadan Style 新有楽町ビル店 03-3212-8739
新有楽町ビル 6th by ORIENTAL HOTEL 03-6212-6066
新有楽町ビル 喫茶室 ルノアール 新有楽町ビル店 03-6213-5580
新有楽町ビル ビームス プラス 有楽町 03-5220-3151
新有楽町ビル KEF MUSIC GALLERY 03-6256-0260
新有楽町ビル エース 有楽町店 03-3211-1266
新有楽町ビル セイコー オプティカル ブティック 丸の内 03-3216-2585
新有楽町ビル パーリーゲイツ 03-3240-6035
新有楽町ビル iCure（アイキュア）鍼灸接骨 有楽町院 03-3214-5123
新有楽町ビル 御菓子司 翠江堂 有楽町店 03-6259-1715
有楽町ビル エストネーション有楽町店 03-5159-7800
有楽町ビル 旭ジュエリー 有楽町店 03-3271-6260
有楽町ビル 静雅堂 03-3213-2681
有楽町ビル サイゴン 03-3275-3036
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https://www.marunouchi.com/tenants/7353/
https://www.marunouchi.com/tenants/9560/
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有楽町ビル ヘアサロン スカイ 有楽町店 03-3211-7838
有楽町ビル カツミ 有楽町店 03-5220-3158
有楽町ビル 心斎橋リフォーム 丸ノ内店 03-6268-0558
有楽町ビル おんどり亭 有楽町店 03-6268-0104
有楽町ビル 鮮魚 天ぷら 地酒 魚盛 有楽町ビル店 ※10/15営業再開予定 03-6268-0089
有楽町ビル 江戸酒場 半助 03-6259-1183

※通常駐車サービスの加盟店と一部異なります。
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