Shop&Service
ドラッグストア

アウトドアギア・ウエア各種販売

ウエルシア薬局

mont-bell

医薬品をはじめ健康食品、化粧品、日用雑貨まで
幅広く取り揃えています。

都内最大級のモンベルストア。
広い店内に各種アウトドア用品を取り揃えています。

<処方せん受付時間> 月〜土 9:00 〜 19:00
※処方せん受付のみ日曜日・祝日休み

スキンケアシリーズ「ジュレリッチ」。左
から、エクストラ ジュレクレンジング
100g 3,850円（税込）、エクストラ モイ
スト フォーム150ml 3,630円（税込）、
ブライト&バウンシングローション（モイ
スト）
120ml 5,170円
（税込）
。

コンビニエンスストア

フラワーショップ

ナチュラルローソン／
ローソン

銀座花門

銀座にオープンして30年の
老舗フラワーショップ

毎日だから大切に。
「ナチュラルローソン」
はプレミアム
感とくつろぎの演出をテーマに、
居
心地のよい快適な買い物の時間を
過ごせる空間を提供いたします。

フランス語で花壇を意味するパルテール。ナチュラルであり
ながら高級感漂うアレンジメントです。銀座花門オリジナル
バスケットアレンジメント
「パルテール」
8,800円
（税込）
※6,600〜33,000円
（税込）
の幅でおつくりできます。

歯科医院

医療法人社団港成会

京橋 銀座みらい歯科
24 時間 WEB 予 約可能、早朝診 療、土曜診 療、
かかりつけ医として患者さんの笑顔のお手伝い。

東京スクエアガーデン公式

LINE

〈アカウント名〉東京スクエアガーデン

<診療時間>
月、
火、
金 8:00 〜 20:00（最終予約受付19:30）
※昼休憩無し
水、
木

8:00 〜 12:00（最終予約受付11:30）/
13:00 〜 17:00（最終予約受付16:30）

土曜日

9:00 〜 14:00（最終予約受付13:30）※昼休憩無し

東京スクエアガーデン公式

Instagram
〈アカウント名〉
＠tokyosquaregarden

東京スクエアガーデン
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目１番1号
■ 最新の情報はこち らか ら

※掲載情報は2022年2月現在のものです。※写真はイメージです。※料理の内容は変更になる場合がございます。※詳しくは各店にお問い合わせください。

人と人、時をつなぐ、グルメな大人たちのとっておきの場所

上質をカジュアルに。美味しい料理とお酒を楽しむ
こだわり抜いた上質なメニューをカジュアルに楽しみたい人へ。
女性同士でも気軽に立ち寄れる居心地の良いお店をご紹介。

種類豊富な美味しい串揚げを
「おまかせ」
で。
日本の食材を余すところなく味わえるのは串揚げならでは。
薄い衣でヘルシーに揚げた串揚げはカラッとした食感とさっ
ぱりした後味で、
何串でも食べられると女性からご家族連れま
で幅広い層に人気です。季節ごとの旬の味をどうぞ。
串揚げ

串揚げ 串亭

Tel.03-6225-2994
カウンター17席、
個室2室
（〜10名様）
おきまり弐 5,500円（税込）

上野原ハーブガーデン直送無農薬野菜の
グリーンサラダ1,100円
（税込）
生ハム盛り合わせ2,450円
（税込）

シェフ自慢の料理を美味しいお酒と仲間とともに
シェフの愛情こもった料理とワインが楽しめる、アットホーム
なカジュアルフレンチレストランです。完全個室も完備された
店内でランチからディナーまで気軽にフレンチ料理をお楽し
みいただけます。
※仕入れの状況によってメニューが変更になる場合があります

ビストロ

B1F

Beeftro by
la coccinelle
Tel.03-6262-5564
カウンター5席、
フロア10席、個室4席

塊肉１ポンドサーロインステーキ 4,455円
（税込）

「お肉が食べたい！」
と思った時に
サーロインやハンバーグなどの様々なお肉をご用意し、
ワインは
お肉によく合うカルフォルニア産を中心にセレクト。
お一人でも
グループでもお気軽にお立ち寄りください。

ステーキ＆バル

BEEF UP TOKYO

Tel.03-6265-1549
カウンター8 席、
フロア22席

イタリアで厳選されたワインが気軽に楽しめる
生産者の顔が見えるワインが自慢。素材を生かしたお料理と共
にお召し上がりください。ランチ、カフェ、ディナー、バーと様々
なご用途でご利用いただけます ! テラス席のご用意もございま
す!
イタリアン&ワインバー

VINORIO（ヴィノリオ）

Tel.03-5542-1923
カウンター8席、
フロア30席、
テラス12席

ヴィノリオ パーティーシェアコース
5,000円
（税込）

様々なシーンで楽しめる!とっておきのお店
様々なシーン 楽しめる!
お店
特製チキンウィング
420円
（税込）

大きな
ー
カウンタ

かばの桶盛り8種
一人前 2,079円
（税込）
※3〜4人前より

個室
お座敷
名
最大55

レモンサワー・旨い酒場

2時間飲み放題付き
野菜肉巻き串コース
4,000円
（税込）

室を
各種個
完備

居酒屋

築地十干 京橋店
Tel.03-6260-6936

桔梗会席
7,680円
（税込）

和食・居酒屋

花葵 別邸

別亭 神田新八

Tel.03-5542-1940

Tel.03-6225-2260

ピックアップしました。

接待に
め
おすす

和食・豚料理

山陰海鮮 炉端かば

美味しい料理を囲んでワイワイ楽しく過ごせるお店を

もつ鍋コース
4,500円
（税込）
※3時間飲み放題付

の
こだわり
理
コース料

九州沖縄料理

九州沖縄三昧 ナンクルナイサ きばいやんせー
Tel.03-5542-1677

Tel.03-5542-1848

全国の職人や生産者から仕入れる品々はどれも絶品

山陰の海の幸をたっぷりとお楽しみください

個室でゆったりブランド豚「神威豚」
が味わえる

江戸情緒を感じながらいただく、素材が際立つ品々

うまいもん三昧!九州・沖縄を味わい尽くす

日本全国の旨いもんとお酒が気軽に楽しめる大きな
暖簾が目印の築地十干京橋店。フレッシュレモンを
ふんだんに使った生レモンサワーはリピート間違いな
し。
みんなでわいわい楽しんでください。

港から直送される日本海の魚を桶盛りにした「かば
盛り」は自慢の一品！朝どれなど鮮度抜群のお刺身
盛り合わせは迫力満点。山陰食材を使用した郷土料
理も多数揃えお客様をお出迎えいたします。

北海道の広大な大地と良質な水、空気に恵まれた環
境の中で育てられた、
ブランド豚“神威豚”。名物の
ロースカツは旨味抜群。
野菜肉巻串は1本からでも注文
頂けます。2名様から個室利用OKです。

旬の美味しさをふんだんに盛り込んだ会席料理。歓送
迎会や大切な方のおもてなしにいかがでしょうか。全
国から厳選した銘酒を多数ご用意してお待ちしてお
ります。

宮崎名物の地鶏や沖縄料理の定番ゴーヤチャンプ
ルーなど、九州・沖縄の味を存分にお楽しみいただける
大満足のコースをご用意。南国情緒溢れる掘りごたつ
席は宴会におすすめです。

洋食
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食べたいがきっと見つかる

春雨

専門

店

料
・豚
和食

理

多彩なジャンルの料理が揃っているのが
東京スクエアガーデンの嬉しいところ。
気になるお店を今すぐチェック！

中華

ェ
カフ

アボカドカレー

プロンポンコース

油そば

薬膳スープ春雨ヌードル

花葵ちりとり鍋コース

羽根付き餃子 / 豚肉入り水餃子

フラットホワイト

1,540円（税込）

4,400円（税込）飲み放題2時間（LO30分前）

650円（税込）

770円（税込）

お1人様3,800円（税込）
お2人様より

350円（税込）5個／500円（税込）6個

517円（税込）

じっくり煮込んだ特製カレー（グルテンフリー）
にアボカドが丸ごと乗った人気のメニュー。
クリーミーなアボカドと野菜の旨みたっぷりの
カレーは相性抜群です！特製ツナマヨ付き。

生春巻きや空芯菜炒め、トムヤムクンなど
当店の人気メニューが勢ぞろいした全 6 品
のコースは、食べ応え満点！お店の明るい
雰囲気も宴会にピッタリです。

油ソバという名前ながら、ヘルシーでさっ
ぱりとした口あたりが女性にも大人気。こ
だわりの熟成麺に醤油ベースの特製ダレ
を絡めて召し上がれ。

普段では取りにくい栄養分がバランス良く
たっぷり入ったスープと特注した無添加の
春雨と無農薬の野菜でお楽しみください。

肉と野菜の旨味が溢れ出たピリ辛鍋。飲み放
題付き。

不動の人気を誇る肉汁たっぷりの羽付き
餃子と水餃子は、後を引く美味しさ。どち
らもニンニク不使用なのでランチタイムに
もおすすめです。

いつものカフェラテを少し濃 厚な味わい
に。丁寧にスチームしたまろやかなミルク
の甘みが、エスプレッソのコクを引き立て
る香り高い一杯です。

本格欧風カレー

から揚げとエスニック

油ソバ

薬膳スープ春雨専門店

豚料理専門店

中華料理

カフェ

Tel.03-5542-1623

Tel.03-6262-7266

Tel.03-6265-1920

Tel.03-6214-1185

もうやんカレー
Tokyo
Tel.03-5542-1681

らんまん食堂

Tel.03-3242-1107

油ソバ専門店
山ト天
Tel.03-6265-1671

ハオツァイ

花葵 本店

歓迎 蒲田
羽付き餃子

タリーズ
コーヒー

B1F

B1F

洋食

大切な人とゆっくりと語らいたいときに。
職人の技が光る四季折々の
美食をいただきながら、
特別なひとときを。
四 季 折々の 素 材
の持ち味をいかし
た 繊 細な料 理を
味わえる贅沢なコ
ース。

1F

ランチ8,800円（税込）
ディナー18,000円（税込）
□電話／03-5542-1736
□座席／カウンター8席・フロア8席・個室1室

下 関・唐 戸 の 名 店が 京 橋に
進出。下関直送の新鮮な地魚
を、職人の技でご提供。極上の
味をご用意してお待ちしており
ます。

名物「トマトすき焼
き」
に前菜とデザー
トのついたお得な
コース。

徳島の料亭・青柳の小山裕久
プロデュースによる日本料理。名
物「トマトすき焼き」
をはじめ、
「ばさ
ら=自由気ままに」本質を外さな
い創 意あふれる日本 料 理をお
酒、
ワインとお楽しみいただける
お店です。

□電話／03-5542-1938
□座席／フロア59席・個室3室・テーブル4卓

トマトすき焼きコース7,150円（税込）

北京料理・北京ダック

Chinese Grill 隨園別館

Tel.03-3527-9954
フロア110席、個室あり

個室
あり

MOF 受賞の女性シェフ・
アンドレロジェ監修のビス
トロ。まるでパリのビスト
ロにいるかのようなお洒
落な空間で本格フレンチ
が堪能いただけます。

おしゃれな店内は
インスタ映えする
こと間違いなし!

創業55年の本格北京料理 。大きな窓
が開放的なスタイリッシュな空間で特
別な日にふさわしい、こだわりの味をぜ
ひ。店窯で焼き上げる北京ダックは専門
シェフによる熟練技がひかる自慢の一
品です。

フォアグラの丸ごとロースト
3,850円
（税込）

※仕入状況により金額が変わる場合があります。
French Bistrot Cafe et Bar

LES ROSIERS BISTROT DE L OIE
□電話／03-5542-1805
□座席／カウンター8席／フロア66席

飲み放題付きコース

見た目もあざやかな
本場の味 !

ガーリックナン
1,550円
（税込）

6,160円（税込）
※6名様から
名物「丸鶏の自家製窯焼き」が入った随園自
慢 の 料 理 が お 愉しみ 頂ける、大 満 足のボ
リューミーでお得なコースです。宴会・各種
パーティーにどうぞ。

インディアンダイニングバー

BOMBAY SIZZLERS
□電話／03-6665-6865
□座席／カウンター4席／テーブル48席

トラジスペシャルコース

店自ら選んだ食材を和洋
のカタチにとらわれない
独創的な料理の数々。
テラ
スのある開放的な空間で
ワインと一緒にお楽しみく
ださい。

8,580円
（税込）

個室
あり

タン やカルビなどの定番メ
ニューに和 牛炙り握りやシ
メの究極飯まで！お肉の旨
みを存分に堪 能できるトラ
ジの魅力たっぷりの贅沢な
コースです。

焼肉

その日のおすすめが
書いてあるボードも
要Check!

バンザイチャーハン
1,100円
（税込）

焼肉トラジ

ワインバル

京都の竹細工に囲まれた上質な空間。
広々としたテーブル席や個室など幅広い
シーンでご利用いただけます。本物の
焼 肉にこだわった料理の数々を揃え、
お客様のご来店をお待ちしております。

□電話／03-5542-1889
□座席／カウンター10席／フロア31席
／テラス16席

Tel.03-5204-1129
フロア48席、座敷26席

BANNZAI VINO 京橋

1F

プロのインド料理人が
本格インド料理をご提
供。カレ ー は 25 種 類
以上のインド産スパイ
スと新鮮な野菜とお肉
を使用。
石窯タンドール
で焼き上げた、出来 立
てアツアツのナンをお
楽しみいただけます。 えびのマサラカレーと

