Akasaka St.

PLAZA B1 TEL. 03-5413-3585

Food & Cafe

TOKYO MIDTOWN

1

DEAN & DELUCA CAFE 〈 ディーン & デルーカ カフェ 〉

ガーデン
テラス

Exit 2

伊吹うどん 〈 IBUKIUDON 〉

プラザ
Exit 8

GALLERIA B1 TEL. 03-3405-7366

Exit 7

Exit 3

お会計より5%OFF

Exit 4a

Gaien Higashi St.

）
結
直
館

ukafe弁当をご注文の方に、コーヒー or 紅茶1杯サービス

Roppongi Station
Hibiya Line

Roppongi Station
Oedo Line

One free coffee or tea for customers who order a ukafe boxed meal

Ex
it
6（

Roppongi St.

3

お肉の専門店 スギモト 〈 Meat speciality store Sugimoto 〉

GALLERIA B1 TEL. 03-6804-1329

肉料理

本紙記載の東京ミッドタウン内対象ショップへ

海鮮丼

ご提 示 いただきますと、お得なサービスが
受けられます。

平田牧場 〈 HIRATA BOKUJŌ 〉

Present your ticket (or ticket stub) for
exhibitions at Suntory Museum of Art,
21̲21 DESIGN SIGHT, or The National
Art Center, Tokyo to enjoy great value
oﬀers at participating stores at TOKYO
MIDTOWN.

物販3,000円（税込）以上お買い上げの方、お会計より20％OFF
レストランでお食事ご注文の方に、
ウェルカムドリンク（ソフトドリンクorアルコール
ドリンク）サービス ※セール・フェア商品など一部対象外あり ※物販商品とレス
トランでの併用不可 ※他サービスとの併用不可

粥・スイーツ

国立新美術館 の 展覧会観覧券（半券）を

Free shirasu (white bait) topping for food menu

れかをプレゼント

One free side dish for customers who order set menus
*Cannot be used in conjunction with other offers

豚肉・とんかつ

20% off for shoppers who spend 3,000 yen or more (including tax)at shop.
Complimentary welcome drink with food (soft drink or alcoholic beverage)
* Excluding sale, fair, and some other products *Cannot be used in conjunction with shops and restaurant
offers *Cannot be used in conjunction with other offers

ベトナム料理

100 yen off your bill when you order over 900 yen of food (including tax)

2,160円（税込）以上ご利用の方に、焼き菓子プレゼント

http://suntory.jp/SMA/

GALLERIA B1 TEL. 03-6804-5341

※サービス内容は変更となる場合がございます。
Free malted rice amazake gift with a purchase of 2,200 yen or more (including tax)
*Service content is subject to change.

サン・フルーツ 〈 SUN FRUITS 〉
フルーツ・スイーツ

お会計より5%OFF ※一部対象外あり
5% off final bill *Excluding some products

鈴波 〈 SUZUNAMI 〉
GALLERIA B1 TEL. 03-5413-0335

FRUITS IN LIFE 〈 フルーツ イン ライフ 〉
PLAZA B1 TEL. 03-6447-1190

ジュースバー＆デリ

スロージュース・スムージーお会計より10%OFF
10% off your bill for slow juices and smoothies

酒

2,200円（税込）以上お買い上げの方に、さわやか糀甘酒1本プレゼント

〒106-8558 東京都港区六本木 7-22-2 TEL. 050-5541-8600（ハローダイヤル） https://www.nact.jp
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 青山霊園方面改札 6出口（美術館直結）
東京メトロ日比谷線 六本木駅 4a出口より徒歩約 5分
都営地下鉄大江戸線 六本木駅 7出口より徒歩約4分
※毎週火曜日
（祝日または振替休日に当たる場合は開館し、翌平日休館）、年末年始休館

GALLERIA B1 TEL. 03-5413-3224

カフェ･スイーツ

Free baked goods for shoppers who spend 2,160 yen or more (including tax)

The National Art Center, Tokyo

PHO NAM 〈 フォーナム 〉
900円（税込）以上お食事ご注文の方、お会計より100円OFF

GALLERIA B1 TEL. 03-5647-8388

魚介味淋粕漬

MAISON KAYSER 〈 メゾンカイザー 〉
GALLERIA B1 TEL.03-6804-6285

ベーカリー

お会計より5％OFF
5% off final bill

Great Value Ticket Stub Deals

at T O K Y O M I D T O W N

もつ鍋･水炊き KOGANEYA 〈 MOTSUNABE・MIZUTAKI KOGANEYA 〉
GALLERIA B1 TEL.03-3470-2233

もつ鍋･水炊き

お会計より10％OFF

※他サービスとの併用不可

〈対象美術館〉
Participating Art Museums

10% off final bill *Cannot be used in conjunction with other offers

The Ritz-Carlton, Tokyo

お食事ご注文の方に、オレンジジュース or ウーロン茶1杯サービス
One free orange juice or oolong tea for diners

Roppongi 7-22-2, Minato-ku, Tokyo
Tel (+81)47-316-2772 (Hello Dial Service)
Direct access from Exit 6 of Nogizaka Station on the Tokyo Metro Chiyoda Line
5 minutes on foot from Exit 4a of Roppongi Station on the Tokyo Metro Hibiya Line
4 minutes on foot from Exit 7 of Roppongi Station on the Toei Oedo Line
*Closed on Tuesdays (except national holidays, when the museum is open and closed the following day)
and year-end/new year holidays

ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ 〈 The Ritz-Carlton Café & Deli 〉
TACO RiCO 〈 タコリッコ 〉
GALLERIA B1 TEL. 03-6447-5544

メキシカン

ブリトー・タコスをご注文の方に、アボカドトッピングサービス

The Ritz-Carlton, Tokyo 1F TEL. 03-6434-8711

カフェ＆グルメショップ

お会計より10%OFF ※ご飲食のみの代金より ※一部対象外あり
10% off final bill *From cost of food and drink only *Excluding some products

Free avocado topping for burritos and tacos

DEAN & DELUCA 〈 ディーン&デルーカ 〉
GALLERIA B1 TEL. 03-5413-3580

グロッサリー・ワイン

お会計より5%OFF ※一部対象外あり ※他サービスとの併用不可

www.tokyo-midtown.com

5% off final bill
*Excluding some products *Cannot be used in conjunction with other offers

※新型コロナウイルス感染防止および天災等の状況により、営業時間の変更・休業となる場合がございます。
※最新の情報は東京ミッドタウンオフィシャルサイトをご確認ください。

The Ritz-Carlton, Tokyo 45F TEL. 03-6434-8711

お会計より10%OFF

ビストロノミー

※一部対象外あり

10% off final bill *Excluding some products
※期間中であっても、都合によりサービスが終了となる場合があります。 ※画像はすべてイメージです。 ※他サービスとの併用はできません。

* Offers are subject to discontinuation prior to end of the offer period. * Images are for illustrative purposes only.
* Cannot be used in conjunction with other offers.
3S210601

Photo: Masaya Yoshimura

サントリー美術館

Suntory Museum of Art

タワーズ 〈 Towers 〉

開館時間は展覧会により異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。
Opening hours vary depending on the exhibition. Please inquire at the respective museum for further details.

東京都港区赤坂 9 - 7-1

日本橋海鮮丼 つじ半 〈 NIHONBASHIKAISENDON TSUJIHAN 〉

サービス

調味料・汁

SAKE SHOP 福光屋 〈 SAKE SHOP FUKUMITSUYA 〉

国立新美術館

サントリー美術館、21̲21 DESIGN SIGHT、

セットをご注文の方に、サイドメニュー 1品サービス ※他サービスとの併用不可

Akasaka 9-7-4, Minato-ku, Tokyo TOKYO MIDTOWN Galleria 3F
[ Transport to TOKYO MIDTOWN ]
Directly connected to Exit 8 of Roppongi Station on the Toei Oedo Line
Directly connected to Roppongi Station on the Tokyo Metro Hibiya Line via an underground passage
3 minutes on foot from Exit 3 of Nogizaka Station on the Tokyo Metro Chiyoda Line
*Closed on Tuesdays, during exhibition replacement, and year-end/new year holidays
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Free gift for shoppers who spend 3,240 yen or more (including tax)
Gift with a restaurant bill over 3,300 yen (including tax) at Toraya Karyo (cafe)

GALLERIA B1 TEL. 03-5647-8329

GALLERIA B1 TEL. 03-5785-2638

Suntory Museum of Art

TEL. 03-3479-8600

虎屋菓寮（喫茶）にて3,300円（税込）以上お食事ご注文の方に、粗品プレゼント

2,160円（税込）以上ご利用の方に、茅乃舎だし5袋入もしくは野菜だし5袋入いず

PLAZA B1 TEL. 03-6721-1722

〒107-8643 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3F
〈 東京ミッドタウンまでの交通案内 〉
都営地下鉄大江戸線 六本木駅 出口 8より直結
東京メトロ日比谷線 六本木駅より地下通路にて直結
東京メトロ千代田線 乃木坂駅 出口3より徒歩約3分
※毎週火曜日、展示替期間、年末年始休館

3,240円（税込）以上お買い上げの方に、粗品プレゼント

お食事ご注文の方に、しらすトッピングサービス

KINEEL 〈 キニール 〉

サントリー美術館

和菓子・雑貨

5% off final bill *Excluding discount products

粥茶館 糖朝 〈 THE SWEET DYNASTY HONG KONG 〉

Akasaka 9-7-6, Minato-ku, Tokyo In Midtown Garden at TOKYO MIDTOWN
5 minutes on foot from Roppongi Station on the Toei Oedo Line and Tokyo Metro Hibiya Line, and from Nogizaka Station on
the Tokyo Metro Chiyoda Line
*Closed on Tuesdays, during exhibition replacement, and year-end/new year holidays

2

One free baked goods for shoppers who spend 1,620 yen or more (including tax)

GALLERIA B1 TEL. 03-6271-5067

Free 5-pack of Kayanoya Original Dashi Stock Powder or Kayanoya Original Vegetable Stock
Powder with purchases of 2,160 yen or more (including tax)

〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン
TEL. 03-3475-2121 http://www.2121designsight.jp/
都営地下鉄大江戸線・東京メトロ日比谷線 六本木駅、東京メトロ千代田線 乃木坂駅より徒歩約5分
※毎週火曜日、展示替期間、年末年始休館

お得な

スイーツ

1,620円（税込）以上ご利用の方に、焼き菓子1つプレゼント

お会計より5%OFF ※値引き、おつとめ商品は対象外

GALLERIA B1 TEL. 03-3479-0880

21̲21 DESIGN SIGHT

PLAZA 1F TEL. 03-5413-3650

GALLERIA B1 TEL. 03-5413-3541
カフェ

茅乃舎 〈 KAYANOYA 〉

1

5% off your bill for food and drinks *Excluding set drink

とらや 〈 TORAYA 〉

ukafe 〈 ウカフェ 〉

美

術

讃 岐 うどん

5% off final bill

GALLERIA 2F TEL. 03-6438-9920

Nogizaka Station
Chiyoda Line

東京ミッドタウン で

Toshi Yoroizuka 〈トシ ヨロイヅカ 〉

2

ガレリア

カフェ

フード・ドリンクお会計より5％OFF ※セットドリンクは対象外

半券

中面に続く C on t i n u es i n si d e

東京
ミッドタウン

21̲21 DESIGN SIGHT

国立新美術館

The National Art Center, Tokyo

※ 観 覧 券（ 半 券 ）が な い 場 合 、サ ー ビ ス が 受 け ら れ ま せ ん 。 予 め 、ご 了 承 く だ さ い 。
※ 現 在 、開 催 中 の 展 覧 会 の 半 券 を お 持 ち の 方 に 限 り ま す 。

＊This oﬀer is not available without an exhibition ticket (or ticket stub). Thank you for your understanding.
＊Only available to persons with a ticket for current exhibitions.

Great Va l ue T icke t S tu b D e a ls

at

TOKYO MIDTOWN

Service

bamford 〈 バンフォード 〉
bamfordのご利用が初めての方に限り、SPAの55分以上のメニュー 10％OFF
※他サービスとの併用不可 ※一部対象外あり
10% off from the spa menu of 55 minutes or longer for first-time customers at Bamford
*Cannot be used in conjunction with other offers *Excluding some products

Interior & Design

One free cup of coffee after meal for diners

ヘアサロン・ネイルサロン

ukaのご利用が初めての方に限り、初回施術分のukaポイント20％還元

サントリー美術館、21̲21 DESIGN SIGHT、国立新美術館の展覧会観覧券

Present your ticket (or ticket stub) for exhibitions at Suntory Museum of Art, 21_21 DESIGN SIGHT, or
The National Art Center, Tokyo to enjoy great value offers at participating stores at TOKYO MIDTOWN.

お食事もしくはお買い上げされたお客様で、半券をご提示された方のみ対象となります。
This offer is only available to customers who dine or make a purchase, and who present their ticket
or ticket stub.
記載の本サービスは、2023年5月31日（水）以降は無効となります。
（予定）

ご利用された店舗にて、半券に印を付けさせていただくことがあります。
現在、開催中の展覧会の半券をお持ちの方に限ります。
サービスはお食事をされた方、お買い上げをされた方で、半券をご提示されたご本人様のみ対象となります。
モバイル（WEB）チケット、サントリー美術館メンバーズクラブ会員証、21̲21 DESIGN SIGHTパートナー
パス・入場料のレシートも、半券サービスの対象となります。
期間中であっても都合によりサービスが終了となる場合があります。
画像はすべてイメージです。
サントリー美術館、21̲21 DESIGN SIGHT、国立新美術館の開館状況は、各ホームページをご確認ください。
・The services will be expected to expire in May 31, 2023（wed.）.
・Please show your stub at the time of checkout. *Presentation after payment may not be covered by the service.
・Customers can take advantage of this offer in each participating store, but only once at each store.
・Your ticket stub may be stamped when you use it at a store.
・Only available to persons with a ticket for current exhibitions.
・This offer is only available to customers who dine or make a purchase, and who present their ticket or ticket stub (must be the
actual owner of the ticket).
・ Electronic ticket, the Suntory Museum of Art Membership Club Card, as well as the 21_21 DESIGN SIGHT Partner Pass and
Admission fee receipt, will be eligible for the stub service.
・Even during this period, services may be terminated depending on circumstances.
・This image is for illustration purposes.
・Please take a look each website for the opening of the Suntory Museum of Art, 21_21 DESIGN SIGHT, or The National Art
Center, Tokyo.

土屋鞄製造所 〈 TSUCHIYA KABAN 〉
革鞄･革小物

お買い上げの方に、ギフトラッピング サービス
Free gift-wrapping service for shoppers

notsobig 〈 ノットソービッグ 〉
キッズ

グラン マリコールのご利用が初めての方に限り、グランドメニュー半額

写真スタジオ hollyhock 〈 photo studio hollyhock 〉
GALLERIA 2F TEL. 03-6447-0354

Free name foil stamping for customers who buy leather goods *Excluding some products

※他サービスとの併用不可
Free standard print service（127㎜×178㎜）with purchase over 13,200 yen (including tax)
*Cannot be used in conjunction with other offers

テネリータ 〈 TENERITA 〉
ライフスタイル雑貨

日本橋 木屋 〈 NIHONBASHI KIYA 〉
刃物・ライフスタイル雑貨

Artisan de la Truffe Paris 〈 アルティザン ドゥ ラ トリュフ パリ 〉

3,300円（税込）以上お買い上げの方、お会計より5%OFF

GARDEN TERRACE 1F TEL. 03-5413-3830

※他サービスとの併用不可 ※一部対象外あり
5% off for shoppers who spend 3,300 yen or more (including tax)
*Cannot be used in conjunction with other offers *Excluding some products

箸長 〈 HASHI CHOH 〉

お食事ご注文の方、お会計より5%OFF
※他サービス、クーポンとの併用不可 ※物販商品も対象
5% off final bill for diners
*Cannot be used in conjunction with other offers or coupons

PLAZA 1F TEL. 03-5772-1472

5% off final bill *Excluding some products

万年筆・色鉛筆

3,300円（税込）以上お買い上げの方に、テキストライナープレゼント
A free highlighter for shoppers who spend 3,300 yen or more (including tax)

イタリアン

フィリップ・ミル 東京 〈 Philippe Mille Tokyo 〉
GARDEN TERRACE 4F TEL. 03-5413-3282

FUKAGAWA SEIJI 1894 ROYAL KILN & TEA

フランス料理

10% off final bill for diners
*Cannot be used in conjunction with other offers or coupons

うなぎ・ひつまぶし

お食事ご注文の方に、ソフトドリンク（ウーロン茶 or コーラ or オレンジジュース）
One free soft drink (oolong tea, cola, or orange juice) for customers who order food

宮川町 水簾 〈 Miyagawacho Suiren 〉

orangé 〈 オランジェ 〉
PLAZA 1F TEL. 03-5413-3600

イタリアン

1杯サービス

GARDEN TERRACE 3F TEL. 03-5413-1881
シャンパンビストロ

和食

お食事ご注文の方に、ソフトドリンク or ビール1杯サービス

ランチタイムにお食事の方、日替りウェルカムドリンク1杯サービス

One free soft drink or beer for diners

Free daily special welcome drink for diners at lunch

RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN

磁器・カフェ

11,000円（税込）以上お買い上げの方に、ドリンク1杯サービス

THE COUNTER 六本木 〈 THE COUNTER ROPPONGI 〉

ドリンクご注文の方に、ひとくちスイーツをサービス

GARDEN TERRACE B1 TEL. 03-5413-6171

One free drink who spend 11,000 yen or more (including tax)
Finger sweets who order drink

お食事ご注文の方、お会計より5%OFF

Flagship 212 KITCHEN STORE 〈 フラッグシップ トゥーワントゥー キッチン ストア 〉
GALLERIA 3F TEL. 03-5413-7686

Pizzeria-Trattoria Napule 〈 ピッツェリア・トラットリア ナプレ 〉

まるや本店 〈 MARUYA-HONTEN 〉

お食事ご注文の方、お会計より5%OFF 5% off final bill for diners

ファーバーカステル 〈 FABER-CASTELL 〉

〈 フカガワセイジ 1894 ロイヤルキルン アンド ティー 〉 GALLERIA 3F TEL. 03-6447-5500

Free coffee, tea or dessert with food

お食事ご注文の方、お会計より10%OFF ※他サービス、クーポンとの併用不可

フレンチレストラン

OBICÀ MOZZARELLA BAR 〈 オービカ モッツァレラバー 〉

お会計より5%OFF ※一部対象外あり

GALLERIA 3F TEL. 03-5413-0300

お食事ご注文の方に、コーヒー 1杯 or 紅茶1杯 or デザート1品サービス

GARDEN TERRACE 3F TEL. 03-5843-1708

箸・和雑貨

新和食

お食事ご注文の方に、お茶菓子プレゼント Free teacake for diners

Restaurant & Bar

GALLERIA 3F TEL. 03-5413-0392

One free glass of sparkling wine or soft drink for diners
*Cannot be used in conjunction with other offers

GARDEN TERRACE 1F TEL. 03-5413-0711

お会計より5%OFF ※一部対象外あり 5% off final bill *Excluding some products

GALLERIA 3F TEL. 03-5414-2088

※他サービスとの併用不可

GARDEN TERRACE 1F TEL. 03-5413-0086

13,200円（税込）以上ご利用の方に、スタンダードプリント（127㎜×178㎜）プレゼント

GALLERIA 3F TEL. 03-6447-0181

カジュアルイタリアン

お食事ご注文の方に、ドリンク1杯サービス（スパークリング or ソフトドリンク）

HAL YAMASHITA 東京 〈 HAL YAMASHITA TOKYO 〉

写真スタジオ

革製品お買い上げの方に、箔押しお名入れ無料サービス ※一部対象外あり

キッチン雑貨

3,000円（税込）以上お買い上げの方、お会計より5%OFF

Fashion

GARDEN TERRACE 2F TEL. 03-5413-3929

※他サービスとの併用不可 ※一部対象外あり

会計時に半券をご提示ください。※会計後のご提示は、サービス対象外となる場合がございます。
サービスを受けられるのはお一人様各ショップ1回限りですが、複数店舗でのご利用が可能です。

KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA 〈 ノック クッチーナ ボナ イタリアーナ 〉

エステティック・コスメティック

50% off the grand menu for first-time customers at Grand Mary Cohr
*Cannot be used in conjunction with other offers *Excluding some products

（半券）
を本紙記載の東京ミッドタウン内対象ショップへご提示いただきま
すと、
お得なサービスが受けられます。

Free welcome drink (one glass of sparkling wine)

単品ドリンク10%OFF ※セットドリンクは対象外

ステーショナリー

インド料理

ウェルカムドリンク（スパークリングワイン1杯）サービス

GALLERIA 3F TEL. 03-5413-3454（カフェ） 家具・ライフスタイル雑貨・カフェ

10% off drinks a la carte *Excluding drinks included in set menus

NIRVANA New York 〈 ニルヴァーナ ニューヨーク 〉
GARDEN TERRACE 1F TEL. 03-5647-8305

グラン マリコール 〈 Grand MARY COHR 〉

伊東屋 / itoya topdrawer 〈 イトーヤ／イトーヤトップドロワー 〉

GALLERIA 2F TEL. 03-5647-8351

GALLERIA 2F TEL. 03-5413-7236

GALLERIA 2F TEL. 03-6440-0056

IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC 〈 イデーショップ / イデーカフェ パルク 〉

鉄板焼

お食事ご注文の方に、食後のコーヒー 1杯サービス

uka 〈 ウカ 〉

Get 20% back in uka points for first-time users of uka
*Cannot be used in conjunction with other offers

GALLERIA 3F TEL. 03-3423-1108

GALLERIA 3F TEL. 03-6804-1186

鉄板焼ステーキ 喜扇亭 〈 TEPPANYAKI STEAK KISENTEI 〉
GARDEN TERRACE 3F TEL. 03-5413-7988

GALLERIA 2F TEL. 03-5413-4256（スパ） コスメティック・スパ・ライフスタイル雑貨・レディス

※他サービスとの併用不可

サービス

お得な

半券

東京ミッドタウン で

〈 リオ・ブルーイング・コー ビストロアンドガーデン 〉 PLAZA 1F TEL. 03-3403-0808

※他サービスとの併用不可

5% off final bill for diners *Cannot be used in conjunction with other offers

SILIN 火龍園 〈 SILIN / FUAN LONG YUEN 〉
GARDEN TERRACE 2F TEL. 03-5413-0088

クラフトビール&ビストロ

アルコール類をご注文の方、お会計より200円OFF / ソフトドリンクご注文の方(カ

ハンバーガーレストラン

フェを含む)、お会計より100円OFF ※他サービス、クーポンとの併用不可

※ラ

ンチドリンクは対象外
200 yen off your bill when you order alcoholic drinks / 100 yen off your bill when you order soft
drinks (including the café)
*Cannot be used in conjunction with other offers *Excluding lunch drinks

中国料理

※他サービスとの併用不可 ※一部対象外あり

ランチタイムにお食事の方、お会計より500円OFF

5% off for shoppers who spend 3,000 yen or more (including tax)
*Cannot be used in conjunction with other offers *Excluding some products

500 yen off final bill for diners at lunch
*Cannot be used in conjunction with other offers

ホテルライクインテリア 〈 HOTEL LIKE INTERIOR 〉

酢重ダイニング 六角 〈 SUJU Dining Rokkaku 〉

※他サービスとの併用不可

Le Pain Quotidien 〈 ル・パン・コティディアン 〉
PLAZA 1F TEL. 03-6804-5879

ベーカリーレストラン

2,200円（税込）以上ご利用の方、お会計より10%OFF
10% off for customers who spend 2,200 yen or more (including tax)

GALLERIA 3F TEL. 03-6434-0811

ライフスタイル雑貨

5,500円（税込）以上お買い上げの方、お会計より5%OFF
5% off for shoppers who spend 5,500 yen or more (including tax)

WISE·WISE tools 〈 ワイス ワイス トゥールス 〉
GALLERIA 3F TEL. 03-5647-8355

ライフスタイル雑貨

5,500円（税込）以上お買い上げの方、お会計より5%OFF ※一部対象外あり

5,500円（税込）以上お買い上げの方、配送料無料（1箇所まで）※一部対象外あり

5% off for shoppers who spend 5,500 yen or more (including tax)
*Excluding some products

Free shipping (one address only) for purchases worth 5,500 yen or more (including tax)
*Excluding some products

GARDEN TERRACE 2F TEL. 03-5785-1717

和食

裏面に続く

お食事ご注文の方に、デザート1品サービス ※ランチタイム限定（14:00 〜 16:00）
One free item from dessert menu for diners at lunch (14:00 – 16:00)

Continues on the back

※期間中であっても、都合によりサービスが終了となる場合があります。※画像はすべてイメージです。※他サービスとの併用はできません。

千里馬 南翔小籠 〈 SENRIBA NANG SHANG SHO RONG 〉
PLAZA B1 TEL. 03-5413-3688

中華・点心

ウェルカムドリンク1杯サービス One free welcome drink

* Offers are subject to discontinuation prior to end of the offer period. * Images are for illustrative purposes only.
* Cannot be used in conjunction with other offers.

