
【丸ビル】
36F レストラン・モナリザ

家全七福酒家SEVENTH SON RESTAURANT 丸ビル店
BREEZE OF TOKYO
アンティカ オステリア デル ポンテ
暗闇坂 宮下
招福樓

35F モリタ屋
Sens & Saveurs
マンゴツリー 東京
AUXAMIS TOKYO
RISTORANTE HiRo CENTRO
お座敷天婦羅 天政
臼杵ふぐ 山田屋 丸の内
銀座寿司幸本店
ラウンジ

6F 焼肉トラジ 丸ビル店
もつ福
魚 肴 酒 天麩羅 天まる
Daedoko
青ゆず 寅
どん 薩摩
東京今井屋 本店
博多麺房 赤のれん
ひつまぶし名古屋備長 丸ビル店
灘の酒と和食 御影蔵
沼津 魚がし鮨
紀州山海料理 愚庵 丸の内店

5F 筑紫樓 魚翅海鮮酒家
グリル満天星 麻布十番
パパイヤリーフ
KUA `AINA
CITA・CITA
ISOLA SMERALDA
銀座和館 椿屋茶房
ゴドノフ東京 丸ビル店
小岩井農場TOKYO
Casablanca Silk
醍醐味
Cantinetta Buzz
SPICE BISTRO B
the ringo Marunouchi

4F CAFE LEXCEL 丸の内ビルディング店
ROUTE CAFÉ AND THINGS

3F ハーブス 丸ビル店
1F Marunouchi Café

B1F 胡同デリ
CINAGRO ORGANIC SALAD & CAFE
TP TEA
WISE SONS TOKYO
ウムウム グッドブリトーズ！ 丸ビル店
日本橋だし場 丸ビル店
鶏三和
サブウェイ 丸ビル店
スターバックス コーヒー 丸の内ビル店
丸ビル 千疋屋

【新丸ビル】
9F エスプレッサメンテ イリー
7F 欧風小皿料理 沢村

東京和食 文史郎
SO TIRED
HENRY GOOD SEVEN
RIGOLETTO WINE AND BAR
ソバキチ
MUS MUS
来夢来人

6F バルバッコア・クラシコ 丸の内店
Wattle Tokyo
Banksia～World Wine & Australian Bistro～
サイアム ヘリテイジ 東京
四川豆花飯荘

5F PASTA HOUSE AWkitchen TOKYO
天ぷら 船橋屋
鰻 駒形 前川 丸の内店
手打ちそば 石月
旨酒・料理 酢重ダイニング
デリツィオーゾ フィレンツェ
LE REMOIS
CAFE&LOUNGE TRICOLORE
MAISON BARSAC
eric'S by Eric Trochon
Kushi-age はん亭
焼鳥・ジビエ・ワイン 鳥歐
ヴァンルージュ・ヴァンブラン
鉄板焼 天 本丸
焼肉 The INNOCENT CARVERY
泡盛古酒と琉球料理 東京うりずん
日本再生酒場 もつやき処 い志井
Franz Club
札幌 たる善
かつ 新丸ビル店
レストラン大宮 浅草 新丸ビル店
恵比寿 笹岡
KOREAN 水剌間
こなから
隨園別館 新丸の内ビル店
ZEALANDER by TERRA
神田 新八

4F アフタヌーンティー・ティールーム 丸の内新丸ビル
1F ショコラティエ パレ ド オール

STAND T
B1F ワンズドライブ

叶 匠壽庵
POINT ET LIGNE
Bistro Bar Dapaulo  
スターバックスコーヒー 新丸ビル店
BARBARA market place 151   
青山シャンウェイ 丸の内店
MITAN
酢重正之 楽
町村農場 丸の内
だし茶漬け えん
カフェ アパショナート 新丸ビル店

【丸の内オアゾ】
6F 蔵人厨 ねのひ 丸の内店

鮨 竹山 丸の内
博多水炊き・焼酎 丸の内 若どり
ナンクルナイサ きばいやんせー 丸の内オアゾ店

5F つばめ KITCHEN 丸の内店
さくら蕎麦 小松庵 総本家 丸の内オアゾ店
古奈屋 丸の内オアゾ店
和食えん 丸の内店
The Orchid 丸の内店
アマルフィイ モデルナ
妻家房 丸の内オアゾ店

1F ドゥバイヨル 丸の内オアゾ店
タント・マリー 丸の内店

B1F プロント イル バール 丸の内オアゾ店
スープ ストック トーキョー 丸の内オアゾ店
コム・フォー 丸の内店
上海厨房 石庫門 丸の内店
うにとぼんた 海の幸と金のおにぎり
FISH
立食い寿司 根室花まる
※８月下旬OPEN予定

丸善・丸の内本店内
エムシー・カフェ（丸善内4F ）
Cafe 1869 by MARUZEN (丸善内3F）

【丸の内ブリックスクエア】
3F 銀座 十時 丸の内店

Baru＆Bistro ＊ musiQ “mood board”
すき焼き 十二天
アンセンブル バイ マイ ハンブル ハウス

2F GRILL UKAI MARUNOUCHI
mikuni MARUNOUCHI
たまさか
CHINESE 青菜（チンツァイ）
アンティーブ

1F ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店
マルゴ丸の内
A16

B1F 焼鶏 あきら
ホルモン焼肉 西麻布8hachi 丸の内店
博多一風堂 MARUNOUCHI
まんてん鮨
Ryukyu Chinese Dining TAMA
魚料理 渋谷 吉成本店 丸の内店
味の牛たん 喜助 東京丸の内パークビル店
o/sio
Hokkaido Soup Curry Suage 丸の内店
スターバックス コーヒー 丸の内パークビル店

【丸の内ブリックスクエア 三菱一号美術館】
1F Cafe 1894

※2020年７月末現在
利用可能期間中の店舗入退店状況により、変動いたします。

丸の内飲食店応援 プレミアムお食事券
ご利用可能店舗一覧①



【三菱商事ビル】
B1F ジャックポット 丸の内

【三菱ビル】
1F スターバックス コーヒー 丸の内三菱ビル店

B1F GASTRO-PUB COOPERS 丸の内店
くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 丸の内店

【三菱UFJ信託銀行本店ビル】
1F HIGASHIYA man 丸の内

B1F ヴァン・ドゥ・ヴィ
欧風ダイニング ポールスター
魚菜 まほらま
スペインバル モン・シルクロ

【有楽町電気ビル】
1F TexturA

B1F ～神々の幸～ 島根県×奥出雲町
天鴻餃子房 有楽町店
洞良倶
ドトールコーヒーショップ 有楽町電気ビル店

【有楽町ビル】
1F 有楽町 micro FOOD＆IDEA MARKET

スターバックス コーヒー 有楽町ビル1F
B1F 伊勢桑名 貝縁

江戸酒場 半助
おんどり亭 有楽町店
KURAYOSHI
サンマルクカフェ 有楽町ビル店
スターバックス コーヒー 有楽町ビルB1F
とんかつ まるや 有楽町店
鮮魚 天ぷら 地酒 魚盛 有楽町ビル店

【新有楽町ビル】
1F 6th by ORIENTAL HOTEL

喫茶室 ルノアール 新有楽町ビル店
B1F はまの屋パーラー

遊楽酒場 のもっか！nomocca

【国際ビル】
1F 一保堂茶舗 東京丸の内店

SAKE SHOP 福光屋 丸の内店
ワインショップ・エノテカ 丸の内店

B1F インド料理ムンバイ + The India Coffee House
シーフードタイ屋台 TARU TARU
元気居酒屋 幸多
Ciao！WHIPHY
とんかつ酒場まるや 丸の内店
博多らーめん 由丸 丸の内店
洋食バル マ・メゾン

【新国際ビル】
1F ラ・メゾン・デュ・ショコラ 丸の内店

【新東京ビル】
1F the pantry 丸の内店

スターバックス コーヒー 丸の内新東京ビル店
パパスカフェ

B1F カイザーホフ KAISERHOF
サブウェイ 丸の内新東京ビル店
サンマルクカフェ 丸の内新東京ビル店
舎鈴 有楽町新東京ビル店
築地もったいないプロジェクト 魚治
博多もつ鍋やまや 有楽町店
B&B コーヒー 丸の内店
Manuel Tasca do Talho 丸の内店
MARUGO LUNA SOLA
ローストチキンハウス 丸の内店

【東京ビル TOKIA】
3F おでん 和食 銀座おぐ羅 丸の内TOKIA店

葡萄の杜 互談や
2F MUCHO-MODERN MEXICANO-

バル デ エスパーニャ ムイ
レゾナンス

1F P.C.M. Pub Cardinal Marunouchi
人人人 REN REN REN
イル ギオットーネ
VIRON

B1F 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
Sicilian Terrace BUONO
龍福小籠堂
IZAKAYA Doichan
おいしいおうどん つるとんたん
お好み焼 きじ
宮崎地鶏炭火焼 車
てんぷら 菊亭
鮨一輝
鹿児島 かのや萩原
トナリ
串あげもの 旬s
インデアンカレー

【iiyo!!(イーヨ!!）】
2F 東京ビアホール&ビアテラス14
1F BISTRO DOUBLE

Maison Kayser Café
B1F Grill&Bar THE BALLY‘S

バードランド丸の内
博多もつ鍋やまや 丸の内店
なかめのてっぺん 丸の内
PIZZERIA E BAR BOSSO
タリーズコーヒー 丸の内永楽ビルディング店
火鍋＆モダン中華バル 花椒庭－広尾－
Hot Spoon 丸の内店
おでん かしみん
舎鈴（しゃりん）
四国味遍路 88屋 丸の内店（はちはちや）
大かまど飯 寅福
山陰海鮮炉端かば丸の内店
TEPPAN SAKABA
PASTA MARCHE AWkitchen’s

【二重橋スクエア】
2F YAUMAY

Morton's The Steakhouse Marunouchi
1F ADRIFT by David Myers

ピエール・エルメ
Le Beurre Noisette

B1F 鶴橋 お好み焼・鉄板焼オモニ 丸の内店
蕎麦処 草八
焼肉 MARUGO
築地青空三代目 丸の内
bar à vin RÔTI Marunouchi
CAFFE & BAR PRONTO 二重橋スクエア店
長浜鮮魚卸直営店 博多 魚助 丸の内店
恵比寿 土鍋炊ごはん なかよし 丸の内店
Ta-im 丸の内
ぬる燗 佐藤 丸の内
大連餃子基地 DALIAN 丸の内店
焼き鳥 松元 丸の内店

【丸の内仲通りビル】
1F GARB 東京

パリアッチョ

【丸の内二丁目ビル】
1F Marunouchi Happ. Stand & Gallery

丸の内飲食店応援 プレミアムお食事券
ご利用可能店舗一覧②

※2020年７月末現在
利用可能期間中の店舗入退店状況により、変動いたします。


