
　「赤坂Ｂｉｚタワー　SHOPS ＆ DINIＮG」出店店舗一覧

業種 業態 店舗名 店舗名（カタカナ） 会社名 新業態 階数

1 飲食 和食 DO-ZO ﾄﾞｰｿﾞ ㈱ラムラ ○ Ｂ1Ｆ

2 飲食 ベーカリー デリフランス ㈱ヴィ・ド・フランス ○ Ｂ1Ｆ

3 飲食 スタンディングバー 爆麺闇雲堂 ﾊﾞｵﾒﾝﾔﾐｸﾓﾄﾞｳ ㈱ダイヤモンドダイニング ○ Ｂ1Ｆ

4 飲食 カフェ・バール espressamente illy ｴｽﾌﾟﾚｯｻﾒﾝﾃ　ｲﾘｰ ㈱プロントコーポレーション Ｂ1Ｆ

5 飲食 中華デリカテッセン・スイーツ DORAGON　DELI ﾄﾞﾗｺﾞﾝ　ﾃﾞﾘ 際コーポレーション㈱ ○ Ｂ1Ｆ

6 飲食 デリカテッセン M  Cafe de Chaya ｴﾑ　ｶﾌｪ　ﾄﾞ　ﾁｬﾔ ㈱チャヤマクロビオティックス ○ Ｂ1Ｆ

7 飲食 カレー カレーショップ　トップス ㈱ざくろ Ｂ1Ｆ

8 飲食 シンガポール料理 シンガポール海南鶏飯 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　ﾊｲﾅﾝﾁｰﾊﾝ シンガポールハイナンチーハン㈱ Ｂ1Ｆ

9 飲食 タイ料理 ジムトンプソンズテーブル　タイランド　赤坂 ㈱ミュープランニングアンドオペレーターズ 1Ｆ

10 飲食 中華料理 DORAGON　RED　RIVER ﾄﾞﾗｺﾞﾝ　ﾚｯﾄﾞ　ﾘﾊﾞｰ 際コーポレーション㈱ ○ 1Ｆ

11 飲食 レストラン・カフェ Anassa ｱﾈｯｻ ㈱インタープラネット ○ 1Ｆ

12 飲食 ベルギービール デリリウムカフェ レゼルブ ㈱メイセイトレーディング 1Ｆ

13 飲食 スペインバル MODERN　Catalan　SPANISH　"Bikini" ﾓﾀﾞﾝ　ｶﾀﾗﾝ　ｽﾊﾟﾆｯｼｭ　"ﾋﾞｷﾆ” ㈱フォーシーズ ○ 1Ｆ

14 飲食 ポルトガル料理 カステロブランコ ペッカリイ㈱ ○ 1Ｆ

15 飲食 カジュアルイタリアン grigio la tavola ｸﾞﾘｰｼﾞｮ･ﾗ･ﾀｰｳﾞｫﾗ ㈱ゼットン ○ 1Ｆ

16 飲食 シガー&ワインバー b&r ㈱ゼットン ○ 1Ｆ

17 飲食 カフェ・クレープ ブレッツカフェ ともえ商事㈱ 1Ｆ

18 飲食 カフェ・パブ P.C.A. Pub Cardinal Akasaka ﾋﾟｰｼｰｴｰ　ﾊﾟﾌﾞｶｰﾃﾞｨﾅﾙ　ｱｶｻｶ ㈱カーディナル ○ 1Ｆ

19 飲食 フランス料理 Vieille Vigne/MAXIM'S de Paris ｳﾞｨｴｲﾕ・ｳﾞｨｰﾆｭ　ﾏｷｼﾑ・ﾄﾞ・ﾊﾟﾘ マキシム・ド・パリ㈱ ○ 2Ｆ

20 飲食 カフェ・バー Cote de Rouge ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾙｰｼﾞｭ マキシム・ド・パリ㈱ ○ 1Ｆ

21 飲食 ベーカリー Le Boulanger Dominique SAIBRON ﾙ　ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪ　ﾄﾞﾐﾆｸ　ｻﾌﾞﾛﾝ マキシム・ド・パリ㈱ ○ 1Ｆ

22 飲食 中華料理 赤坂璃宮 ｱｶｻｶﾘｷｭｳ ㈱タン企画 2Ｆ/3Ｆ

23 飲食 すし すし田　乾山 ｽｼﾃﾞﾝ　ｹﾝｻﾞﾝ ㈱寿司田 2Ｆ

24 飲食 和食 おでんと季節料理 おぐ羅 ㈱クラウドプロスパー 2Ｆ

25 飲食 和食 日本料理　しゃぶしゃぶ　ざくろ ㈱ざくろ 2Ｆ

26 飲食 和食 しゃぶしゃぶ専門店　しゃぶせん ㈱ざくろ 2Ｆ

27 飲食 イタリア料理 イタリア料理　グラナータ／ケーキショップ　トップス ㈱ざくろ 2Ｆ

28 飲食 カフェ スターバックスコーヒー スターバックスコーヒージャパン㈱ 2Ｆ

29 飲食 邸宅型ブライダル 赤坂アプローズスクエア迎賓館 ｱｶｻｶｱﾌﾟﾛｰｽﾞｽｸｴｱｹﾞｲﾋﾝｶﾝ ㈱ベストブライダル ○ 2Ｆ/3Ｆ

30 物販 メガネ Zoff ｿﾞﾌ ㈱ゾフ Ｂ1Ｆ

31 物販 花屋 青山フラワーマーケット ㈱パーク・コーポレーション 1Ｆ

32 物販 生活雑貨 F.O.B COOP　ENTHESE　 ﾌｫﾌﾞｺｰﾌﾟ　ｴﾝﾃｰｾﾞ ㈱ワールド 1Ｆ

33 物販 雑貨 ＴＢＳストア ㈱東京放送 1Ｆ

34 物販 雑貨 ｉｒｏ・ｍｉ・ｎｅ ｲﾛﾐﾈ ㈱ＩＴＳ’　ＤＥＭＯ 1Ｆ

35 物販 メンズ雑貨 COMPLETE WORKS　TOKYO ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ　ﾜｰｸｽ　ﾄｳｷｮｳ ㈱ヌーヴ・エイ ○ 1Ｆ

36 物販 コンビニエンスストア セブン-イレブン ㈱セブン-イレブン・ジャパン Ｂ1Ｆ

37 物販 ドラッグストア マツモトキヨシ ㈱マツモトキヨシ Ｂ1Ｆ

38 物販 ＣＤ・ＤＶＤ TSUTAYA ﾂﾀﾔ ㈱ＴＳＵＴＡＹＡ　STORES Ｂ1Ｆ

39 食物販 スイーツ 洋菓子舗ウエスト ㈱洋菓子舗ウエスト Ｂ1Ｆ

40 食物販 グルメストア KINOKUNIYA entrée ｷﾉｸﾆﾔｱﾝﾄﾚ ㈱紀ノ国屋 ○ Ｂ1Ｆ

41 サービス ATM みずほ銀行ATMコーナー 綜合警備保障㈱ Ｂ1Ｆ

42 サービス ATM 三井住友銀行カードサービスコーナー ㈱三井住友銀行 Ｂ1Ｆ

43 サービス リフレクソロジー TILLEUL ﾃｨﾖｰﾙ ㈱リフレッシュセンター ○ 2Ｆ

44 サービス パーソナルサロン ＰＤＳ（パーソナルデザインスタジオ） ﾋﾟｰﾃﾞｨｰｴｽ(ﾊﾟｰｿﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ) ㈱パーソナルデザイン ○ 2Ｆ

45 サービス リフレクソロジー Badan Baru ﾊﾞﾀﾞﾝﾊﾞﾙｰ ㈱ボディワーク 2Ｆ

46 サービス 歯科 石川デンタルクリニック 1Ｆ


