2021年1月15日現在

新丸ビル【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。

7F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

テイクアウト

平日・土
来夢来人

喫茶・バー

03-5218-5210

喫茶：11:00〜17:00
バー：17:00〜20:00(LO19:00)

〇

休業：日曜日(但し月曜日が祝日の場合は月曜日を休業)
欧風小皿料理 沢村

熟成酵母パンと欧風小皿料理

03-3240-0033

11:00〜20:00(LO19:00)
※ランチは11:00〜17:00(LO16:00)
平日・土
11:00〜20:00(昼LO15:00、夜LO19:00)

HENRY GOOD SEVEN

ラウンジ ダイニング

03-5220-0267

日祝
11:00〜20:00(ブランチLO15:00、昼LO17:00、夜LO19:00)
※1/16(土)〜2/7(日) 終日休業

MUS MUS

無国籍料理

03-5218-5200

11:00〜20:00(LO18:50)

RIGOLETTO WINE AND BAR

スパニッシュイタリアン

03-6270-0520

11:00〜20:00(昼LO15:00、夜LO19:00)

〇

平日
昼11:00〜15:00(LO15:00)
東京和食 文史郎

和食酒場

03-5220-2351

夜15:00〜20:00(LO19:00)

〇

土日祝
11:00〜20:00(LO19:00)
平日
昼11:00〜15:00(LO15:00)
カフェタイム15:00〜16:00
SO TIRED

ダイニング

03-5220-1358

夜16:00〜20:00(LO19:00)
土日祝
昼11:00〜16:00(LO16:00)
夜16:00〜20:00(LO19:00)
※1/16(土)〜2/7(日) 終日休業

ソバキチ

蕎麦・酒・肴

03-5222-5133

11:00〜20:00(昼LO16:00、夜LO19:00)

獺祭バー (marunouchi)

バー

03-3211-6999

終日休業

2/7(日)まで

6F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

テイクアウト

昼11:00〜15:30(LO14:00)
Wattle Tokyo

モダンオーストラリア料理

03-5288-7828

夜17:00〜20:00(LO19:00)

〇

休業：月曜日
四川豆花飯荘

四川料理

03-3211-4000

昼11:00〜15:00
夜17:00〜20:00

〇

平日
昼11:00〜15:00
バルバッコア・クラシコ 丸の内店

ブラジリアン・バーベキュー

03-5224-5050

夜17:00〜20:00
土日祝
昼11:00〜16:00
夜17:00〜20:00

〇

6F
店舗名

サイアム ヘリテイジ 東京

カテゴリー

タイレストラン

電話番号

03-5224-8050

営業時間

テイクアウト

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

〇

1/18(月）まで
平日
昼11:00〜15:30(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
土日祝
昼11:00〜15:30(LO14:30)
Banksia 〜World Wine & Australian Bistro〜

ワインバー＆ビストロ

03-5288-7829

カフェタイム15:30〜17:00

〇

夜17:00〜20:00(LO19:00)
休業：月曜日
1/19(火）以降
16:00〜20:00(LO19:00)
休業：月曜日

5F
店舗名

カテゴリー

電話番号

泡盛古酒と琉球料理 東京うりずん

泡盛古酒（クース）と琉球料理

03-5224-8040

営業時間

テイクアウト

昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO18:50)
休業：日曜日
昼11:30〜15:00(LO14:30)
MAISON BARSAC

フレンチ・ダイニングバー

03-6268-0305

夜17:00〜20:00(LO19:00)
休業：月曜日(但し月曜日が祝日の場合は火曜日を休業)
※1/18(月)〜2/7(日) 終日休業

ZEALANDER by TERRA

モダンニュージーランド料理

03-6269-9017

焼肉 The INNOCENT CARVERY

焼肉レストラン

03-3201-5729

レストラン大宮 浅草 新丸ビル店

洋食

03-5222-0038

終日休業

2/7(日)まで

昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
休業：月曜日(但し月曜日が祝日の場合は火曜日を休業)
平日

日本再生酒場 もつやき処 い志井

ホルモン専門店

03-6267-0989

昼11:00〜14:00(LO13:30)
夜16:00〜20:00(LO19:00)
休業：土日祝 2/7(日)まで

隨園別館 新丸の内ビル店

中華料理

03-5224-8177

CAFE&LOUNGE TRICOLORE

カフェ

03-6259-1805

昼11:00〜15:00
ディナー休業

〇

11:00〜20:00(LO19:30)
※1/18(月)〜2/7(日) 終日休業
平日
昼11:00〜13:00(LO13:00)
カフェタイム(レイトランチ)13:00〜16:00(LO15:00)

Franz Club

ドイツビアバー＆レストラン

03-5224-8678

夜17:00〜20:00(LO19:00)
土日祝

〇

11:00〜20:00(LO19:00)
休業：日曜日・月曜日
(但し月曜日が祝日の場合は火曜日を休業)
鰻 駒形 前川 丸の内店

鰻料理・日本料理

03-3211-7017

KOREAN 水剌間

韓国料理

03-6551-2685

eric'S by Eric Trochon

ワインビストロ

03-3212-9305

昼11:00〜15:00(LO14:15)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(19:00)
11:00〜20:00(LO19:00)
カフェタイム14:00〜17:00

〇

〇

5F
店舗名

鉄板焼 天 本丸

カテゴリー

鉄板焼

電話番号

03-3211-6633

営業時間

テイクアウト

昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
平日
昼11:30〜15:00(LO14:00)
カフェタイム15:00〜16:00

PASTA HOUSE AWkitchen TOKYO

パスタハウス

03-5224-8071

夜16:00〜20:00(LO19:00)
土日祝
昼11:00〜15:30(LO14:30)
カフェタイム15:30〜16:00
夜16:00〜20:00(LO19:00)
平日
昼11:00〜15:00
夜17:00〜20:00

こなから

おでん

03-5220-2281

土日祝
昼11:00〜15:00
夜16:30〜20:00
※1/18(月)〜2/7(日) 終日休業

Kushi-age はん亭

串揚げ料理

03-3287-9000

恵比寿 笹岡

日本料理

03-3287-9088

札幌 たる善

寿司

03-5218-7007

昼11:00〜15:30(LO14:30)
夜16:00〜20:00(LO19:00)

〇

昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
終日休業 1/9(土)〜2/7(日)
平日・土
昼11:00〜16:00(LO14:30)
カフェタイム14:30〜16:00(LO15:30)

LE REMOIS

フランス料理

03-5224-8771

夜17:30〜20:00(LO19:00)
日祝
昼11:00〜15:00(LO15:00)
カフェタイム14:30〜16:00(LO15:30)
夜17:30〜20:00(LO19:00)
平日
11:00〜15:00(LO14:00)

ヴァンルージュ・ヴァンブラン

欧風料理とワイン

03-5224-8781

土日祝
11:30〜17:00(LO16:00)
ディナー休業

旨酒・料理 酢重ダイニング

和食・酒肴飯

03-5224-8686

昼11:00〜16:00(LO16:00)
夜16:00〜20:00(LO19:00)
昼11:00〜14:30(LO14:00)

神田 新八

酒亭

03-3287-3688

夜17:00〜20:00(LO19:00)
休業：日曜日

焼鳥・ジビエ・ワイン 鳥歐

焼鳥・ジビエ・ワイン

03-6269-9435

かつ吉 新丸ビル店

とんかつ

03-3211-6655

天ぷら 船橋屋

天ぷら

03-3211-5200

手打ちそば 石月

日本蕎麦

03-5879-4680

デリツィオーゾ フィレンツェ

イタリア料理

03-3211-8055

11:00~20:00（ディナーは16:00より）
昼11:00〜15:00(LO14:30)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
昼11:00〜16:00(LO15:00)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
昼11:00〜17:00(LO17:00)
夜17:00〜20:00(LO19:00)
11:00〜20:00(LO19:00)

〇
※事前
予約のみ

4F
店舗名

カテゴリー

電話番号

アフタヌーンティー・ティールーム 丸の内新丸ビル

ティールーム

03-5223-8050

営業時間

テイクアウト

11:00~19:00(LO18:30)
※1/17(日)までは20:00クローズ(LO19:30)

1F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

STAND T

グルメビアスタンド

03-3240-6008

11:00〜20:00

チョコレート

03-5293-8877

11:00〜20:00(LO19:30)

ショコラティエ

パレ ド オール

テイクアウト

B1F
店舗名

カテゴリー

電話番号

営業時間

カフェ アパショナート 新丸ビル店

コーヒーショップ

03-3211-3660

ザ・ペニンシュラ ブティック & カフェ 新丸ビル店

洋菓子・カフェ

03-5223-2888

11:00〜20:00

一〇八抹茶茶廊 新丸の内ビル店

抹茶ドリンク・抹茶スイーツ

03-6273-4130

11:00〜20:00

叶 匠壽庵

和菓子・茶房

03-3211-3560

BARBARA market place 151

レストラン・バー

03-5918-7780

MITAN

フランス菓子・カジュアルワインバル 03-3212-7305

平日

テイクアウト

7:00〜19:00

土日祝 9:00〜19:00

11:00~19:00
物販のみ営業
終日休業

2/7(日)まで

〇

11:00〜20:00
休業：月曜日、火曜日
11:00〜19:00

Bistro Bar Dapaulo

フレンチ イタリアン バール

03-3287-3733

ワンズドライブ

ハンバーガーダイナー

03-5848-2800

青山シャンウェイ 丸の内店

中華料理店

03-3211-1660

ゴディバ

チョコレート

03-5293-3985

POINT ET LIGNE

ベーカリー・バール

03-5222-7005

日本の御馳走 えん

グローサリー・和惣菜

03-5224-3755

11:00〜20:00

スターバックス コーヒー 新丸ビル店

カフェ

03-5224-8688

7:00〜20:00

セブン−イレブン 新丸ビル店

コンビニエンスストア

03-3287-7776

7:00〜23:00

町村農場 丸の内

ミルク ブティック

03-5926-4900

11:00~20:00

成城石井 新丸ビル店

スーパーマーケット

03-5224-3901

休業：月曜日(但し月曜日が祝日の場合は火曜日を休業)
平日 10:00〜15:00
休業：土日祝
終日休業
平日

〇

2/7(日)まで

9:30〜20:00

土日祝 11:00〜20:00
平日

8:00〜20:00

土日祝 10:30〜20:00

平日
土

〇
〇

〇

7:00〜23:00
10:00〜21:00

日祝 10:00〜20:00
酢重正之 楽

田舎蕎麦・酒肴

03-5218-5050

11:00~20:00(LO19:00)

〇

だし茶漬け えん

だし茶漬け

03-5224-3755

11:00~20:00

〇

はちみつ専門店 ラベイユ

蜂蜜

03-3201-1778

11:00~20:00

〇

TWG Tea 丸の内

ティー専門店

03-3213-1837

11:00~20:00

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。

