
※フロアごとの五十音順

【参考資料】店舗情報

フロア 番号 店舗名 運営会社 業態名

B1 1 ERICK SOUTH 株式会社円相フードサービス 南インドカレー＆バル

2 the 3rd Burger ユナイテッド＆コレクティブ株式会社 ハンバーガー、カフェ、野菜料理

3 Soup Stock Tokyo 株式会社スープストックトーキョー スープ専門店

4 てんせんめん 株式会社勝本 ラーメン 新業態

5 博多たんや ＪＲ九州フードサービス株式会社 牛たん・和食 関東初

6 PARIYA DELICATESSEN 株式会社巴里屋 デリカテッセン

7 BOUL'ANGE 株式会社FLAVORWORKS ベーカリー・カフェ

8 福島屋 株式会社福島屋 スーパーマーケット

9 MOM&POP SPAGHETTI'S 株式会社KNOCK TO THE FUTURE スパゲッティー専門店 新業態

1F 1 京菓匠 鶴屋𠮷信 株式会社鶴屋𠮷信 和菓子

2 スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー ジャパン株式会社 スペシャルティ コーヒーストア

3 丁子屋呉服店 株式会社丁子屋 呉服業

4 パティスリー パブロフ 有限会社ブライダル パウンドケーキ・洋菓子・カフェ

5 フランスワイン専門店 ラ・ヴィネ 株式会社恵比寿ワインマート ワインショップ

6 beillevaire 虎ノ門 株式会社ティーケーシン 発酵バターとチーズ・スイーツ

7 HONMIDO 株式会社菓匠三全 洋菓子

8 LA MAISON DU CHOCOLAT ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社 高級チョコレート専門店

9 LE CAFÉ LA BOUTIQUE de Joël Robuchon 株式会社フォーシーズ カフェ＆ブティック 新業態

2F 1 アーバン・ファミマ‼ 株式会社アーバンリサーチ コンビニエンスストア・衣類・雑貨・カフェ 新業態

2 SPBS TORANOMON 合同会社SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS 書店

3 Allpress Espresso オールプレス・エスプレッソ・ジャパン株式会社 カフェ

4 KASHIYAMA 株式会社オンワードパーソナルスタイル オーダーメイドスーツ

5 CLASSICS the Small Luxury ブルーミング中西株式会社 ハンカチーフ専門店

6 Tacos Way 株式会社エーディーエモーション メキシカンデリ 日本初

7 Tabio タビオ株式会社 レッグウェア

8 Maker's Shirt 鎌倉 メーカーズシャツ鎌倉株式会社 ファッション

3F 1 Äta 虎ノ門 株式会社Varmen 魚介系ビストロ 新業態

虎ノ門横丁 2 ATELIER KOHTA 株式会社アトリエコータ カウンターデザート 新業態

3 鮎ラーメン ＋ 株式会社クルヴェル・キャン ラーメン・大衆和食 新業態

4 ELEZO GATE 株式会社ELEZO社 ELEZO 肉料理 新業態

5 魚菜由良 雑魚亭 合同会社由良 居酒屋 新業態

6 築地金だこ 株式会社ホットランド ネオたこ焼き 新業態

7 KOREAN IZAKAYA ジャン モランボン株式会社 韓国居酒屋 新業態

8 si si 煮干啖 株式会社238商店 パスタ＆バール 新業態

9 酒食堂 虎ノ門蒸留所 株式会社ウェルカム スピリッツ蒸留所・バー＆居酒屋 新業態

10 ソムタム ダー 株式会社イサーンキュイジーヌジャパン タイ料理 新業態

11 中華そば 勝本 株式会社勝本 ラーメン 新業態

12 つかんと 株式会社ポンテム とんかつ 新業態

13 deli fu cious 株式会社Sweeny フィッシュバーガー・カフェ 新業態

14 虎ノ門酒場器楽亭+ 株式会社KTR 居酒屋 新業態

15 虎ノ門PAIRON 有限会社誠山舎 餃子居酒屋 新業態

16 TORANOMON BREWERY 株式会社ZOT クラフトビール 新業態

17 虎ノ門横丁 POPUPレストラン 森ビル株式会社 POPUPレストラン 新業態

18 鳥茂 分店 株式会社鳥茂 焼きとん 新業態

19 バードランド 虎ノ門 有限会社和田企画 焼鳥 新業態

20 HAND PICKING WINE 株式会社榎本 虎ノ門横丁セラー 新業態

21 ファイヤーホール 4000 株式会社whole4000 火鍋 新業態

22 Plancha ZURRIOLA 株式会社FLSコーポレーション スパニッシュ鉄板焼 新業態

23 振り塩とイタリアン　イル・フリージオ 株式会社オール・ケッチァーノ イノベーティブ（イタリアン・寿司） 新業態

24 ポロフリ g 株式会社Girona 揚げ物専門店 新業態

25 香港焼味酒家 赤坂璃宮 株式会社TYアソシエイト 中華 新業態

26 Ryukyu Chinese Stand TAMA 虎ノ門TAMA株式会社 沖縄・台湾・中華 新業態

3F 1 京都 鰻 まえはら 株式会社Food Innovators Japan 和食（鰻）

2 琥 千房　虎ノ門 千房株式会社 鉄板焼料理店 新業態

3 バルバッコア 株式会社ワンダーテーブル シュラスコ

4 函館の立ち喰い寿司 まるかつ水産 株式会社魚長食品 寿司・和食 新業態

5 memento mori スピリッツ＆シェアリング株式会社 バー 新業態

6 和食・酒 えん 虎ノ門 株式会社ビー・ワイ・オー 和食

4F 1 ARCH CAFE & BAR 森ビル株式会社 カフェ・バー



【参考資料】店舗情報

ERICK SOUTH ＜南インドカレー＆バル＞

本場の味わいをお届けする、南インド伝統料理専門店。
夜はスパイスバルとしてもお楽しみいただけます。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～22:00（L.O. 21:30）
土日祝11:00～21:30（L.O. 21:00）
28席
昼1,000～2,000円 夜2,000～3,000円

the 3rd Burger ＜ハンバーガー、カフェ、野菜料理＞

“Real Fresh, Real Burger”をコンセプトに、毎日店内で作り上げている
ハンバーガーカフェです。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日8:00～22:30
土日祝9:00～22:00
44席
1,000円

Soup Stock Tokyo ＜スープ専門店＞

おなかも心も満たす、食べるスープの専門店。週替わりでスープやカレー、
お粥などが登場します。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～21:00
土日祝11:00～20:00
27席
900円

てんせんめん ＜ラーメン＞ 新業態

都内に3店舗を展開する人気ラーメン店「勝本」より、「日常に芸術を」を
コンセプトにした、ありそうでなかったラーメン店が誕生。ラーメンを食べ
たい女性もお子様も入りやすいお店です。

・OPEN
・席数
・平均予算

11:00～21:00
20席
900円

博多たんや ＜牛たん・和食＞

博多発の牛たん専門店。食べやすさ・仕上がり・塩の浸透率、
すべてにおいて最適な厚さ「2ミリ」で提供します。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～15:00／17:00～21:00
土日祝11:00～15:00 ／17:00～20:00
29席
1,200円

PARIYA DELICATESSEN ＜デリカテッセン＞

「生活に溶け込んだデリカテッセンでありたい」をコンセプトに、
お客様の好みに合わせてセレクトできるデリカフェ。

・OPEN
・席数
・平均予算

11:00～21:00
40席
昼1,300円 夜1,500円

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります

関東初

地下1階 飲食・食物販フロア



【参考資料】店舗情報

BOUL'ANGE ＜ベーカリー・カフェ＞

本場フランスのパン作りをベースに世界中から厳選した小麦粉を使用し、シーズン
ごとに届く旬の食材を掛け合わせ、美しく美味しいパンを提供します。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～21:00
土日祝11:00～20:00
30席
～1,000円

福島屋 ＜スーパーマーケット＞

野菜、肉、魚などの生鮮品や、国産・添加物不使用を意識し店内のキッチンで
つくられる惣菜が並ぶフードマーケットです。

・OPEN

・席数

平日8:00～21:00（ワインショップは11:30～21:00）
土日祝10:30～19:00
48席（個室あり） ※店内には、和食「福島屋食堂」併設

MOM&POP SPAGHETTI'S ＜スパゲッティー専門店＞

たくさんの野菜と一緒に楽しむスパゲッティー専門店。MOM&POP SPAGHETTI'Sは、
毎日食べたくなる「安心でおいしい、スローなファストフード」です。

・OPEN
・席数
・平均予算

11:00～21:00
25席
昼1,000円 夜1,500円

趣向を凝らした季節の京菓子の数々をご用意し、併設のIRODORIでは新感覚の
オリジナル商品や、和モダンを感じさせる新しいカタチをお楽しみいただけます。

・OPEN 平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00
※ドリンクメニューの提供は閉店の30分前まで

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かな
ドリンクをはじめ、ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日7:00～22:00
土日祝8:00～20:00
27席
平日 朝580円 昼750円 カフェ600円 土日祝600円

寛政十年に創業し、220年続く老舗呉服店。オリジナル商品から基本的なお着物
シーンや悉皆（仕立て直し、シミ抜きなど）まで、あらゆるニーズにお応えします。

・OPEN

・定休日

平日10:00～19:30
土10:00～17:00
日祝

新業態

地下1階 飲食・食物販フロア

地上1階食物販フロア

京菓匠 鶴屋𠮷信 ＜和菓子＞

スターバックス コーヒー ＜スペシャルティ コーヒー ストア＞

丁子屋呉服店 ＜呉服業＞

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

フルーツやクリーム、ナッツなどで飾られた華やかな見た目と、しっとりなめらかな
新感覚の味わいの、横浜元町で誕生したパウンドケーキ専門店です。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00
10席
1,500円

経験豊富なソムリエが常駐し、ギフトやご接待等、シチュエーションに合わせて
ワインをコーディネートします。

・OPEN

・席数

平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00
テイスティングテーブルあり

フランス、発酵バターと高級チーズブランド「beillevaire」が展開する
フロマジュリー＆パティスリーです。

・OPEN 平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00

パティスリー パブロフ ＜パウンドケーキ・洋菓子・カフェ＞

和菓子や洋菓子のジャンルを超えて世界中のお客様から愛される、
日本ならではのお菓子をご提案します。

・OPEN 平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00

フランスワイン専門店 ラ・ヴィネ ＜ワインショップ＞

なめらかな口どけと繊細な味わいが世界的に高く評価されている、
パリの高級チョコレート専門店です。

・OPEN 平日10:30～19:30
土日祝11:00～19:00

beillevaire 虎ノ門 ＜発酵バターとチーズ・スイーツ＞

フレンチの巨匠“ジョエル・ロブション”のエスプリが詰まったカフェ＆ブティック。
ガレットやサンドイッチなどの軽食や、焼き菓子のギフトもご用意しています。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日10:30～19:30（カフェ L.O. 19:00 ）
土日祝11:00～19:00（カフェ L.O. 18:30）
24席
900円

地上1階食物販フロア

HONMIDO ＜洋菓子＞

LA MAISON DU CHOCOLAT＜高級チョコレート専門店＞

LE CAFÉ LA BOUTIQUE de Joël Robuchon＜カフェ＆ブティック＞ 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

アーバン・ファミマ‼ ＜コンビニエンスストア・衣類・雑貨・カフェ＞

ファッションとコンビニエンスストアを融合した新たなライフスタイルを提案する
次世代のコンビニエンスストアです。

・OPEN

・席数

〈ファミマ!!エリア〉 7:00～23:00 
〈アーバンリサーチエリア〉10:00～21:00
店内38席

SPBS TORANOMON ＜書店＞

厳選した約1万冊の書籍と、ビジネスシーン別にセレクトした文具や雑貨を揃え、
スクールも開催。知的好奇心をくすぐる新しいタイプの本屋です。

・OPEN 平日8:00～20:00
土日祝11:00～19:00
※イベント等により変更あり

Allpress Espresso ＜カフェ＞

フレーバーにこだわったエスプレッソを、コーヒー好きのための特別な空間で
バリスタが丁寧にお淹れしています。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日8:00～20:00
土日祝11:00～19:00
50席
999円

KASHIYAMA ＜オーダーメイドスーツ＞

「良いスーツの民主化」を掲げ、オンワードがスタートさせたオーダースーツの
ブランドです。

・OPEN 平日11:00～20:00
土日祝11:00～19:00

CLASSICS the Small Luxury ＜ハンカチーフ専門店＞

数多くのデザインから好きなイニシャル刺繍を入れることのできるパーソナルオーダー。
世界で1枚だけのハンカチーフが見つかります。

・OPEN 平日11:00～20:00
土日祝11:00～19:00

Tacos Way ＜メキシカンデリ＞ 日本初

個性的なスタイルでL.A.で人気のタコス専門店が日本初上陸。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～23:00
土日祝11:00～22:00
店内42席
昼980円～ 夜1,800円～

地上2階物販フロア

新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

Tabio ＜レッグウェア＞

「私だけのおしゃれ」をつくろうとする人に向けて、ワードローブの基本となる
靴下を提案するために生まれたブランドです。

・OPEN 平日11:00～20:00
土日祝11:00～19:00

Maker’s Shirt 鎌倉 ＜ファッション＞

1993年、鎌倉での創業以来、上質な日本製のメンズ・レディスシャツを販売。
世界基準のシャツと充実の品揃えでお客様をお迎えします。

・OPEN 11:00～20:00

ミシュラン獲得の京都の名店『鰻割烹 まえはら』がワインペアリングをコンセプトにリメイク。
名物の『鰻しゃぶ』をはじめワインに合う一品料理と絶品のうな重が味わえる鰻居酒屋です。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:30～15:30／17:00～22:00
土11:30～22:00 日祝11:30～21:00
30席（個室あり）
昼3,000円 夜8,000円

新業態

都会の真ん中にたたずむ私の隠れ家 世界中から厳選された食材が鉄板の上で
アートに変わる。五感が躍る至高のひとときをご堪能ください。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:30～14:00（L.O. 13:30）／18:00～23:00（L.O. 21:00）
土日祝11:30～14:00（L.O. 13:30）／18:00～22:00（L.O. 20:00）
14席（個室あり）
昼5,000円 夜25,000円

ブラジル生まれのシュラスコ料理専門店。肉のスペシャリストが旨みを
閉じ込めたかたまり肉をお客様の目の前でカットします。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:30～15:00（L.O. 14:00） ／17:30～23:00 （L.O. 22:00）
土日祝11:30～16:00 （L.O. 15:00） ／17:00～22:00 （L.O. 21:00）
店内120席（個室あり） テラス26席
平日 昼3,200円 夜6,800円
土日祝 昼4,000円 夜6.500円

新業態

毎朝市場で納得のいくものだけを競り落とし、お店に運び、こだわりぬいた品々は
自慢の一品。函館の味と季節感を心ゆくまでご堪能ください。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:30～15:00（L.O. 14:30）／17:00～22:00（L.O. 21:30）
土日祝11:30～15:00（L.O. 14:30）／17:00～21:00（L.O. 20:30）
カウンター10席 ※立ち喰いのみ
昼1,500円～ 夜3,500円～

地上2階物販フロア

地上3階 飲食フロア

京都 鰻 まえはら ＜和食（鰻）＞

琥 千房 虎ノ門 ＜鉄板焼料理店＞

バルバッコア ＜シュラスコ＞

函館の立ち喰い寿司 まるかつ水産 ＜寿司・和食＞

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

カカオパルプ、カカオバターなどの無限に広がるカカオの世界とアカシアや
ローズなど厳選した花やボタニカルの世界が融合したカクテルBar。

・OPEN
・席数
・平均予算

14:00～23:00
19席
4,000～5,000円

新業態

ゆとりある和空間で、熟練の料理人が丁寧にお作りした和の創作料理を
お愉しみください。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日11:00～15:00（L.O. 14:30）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝11:00～22:00（L.O. 21:00）
店内142席（個室あり） テラス14席
昼1,400円 夜4,500円

インキュベーションセンターに隣接する居心地のいい大人の空間で、時間帯に
応じたお料理とこだわりのコーヒー、クラフトビールをお楽しみいただけます。

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

8:00～23:00 （L.O. 22:00）
土日祝
66席
昼900円 夜1,500円

地上3階飲食フロア

memento mori ＜バー＞

和食・酒 えん 虎ノ門 ＜和食＞

地上4階

ARCH CAFE & BAR ＜カフェ＆バー＞

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります

※近日オープン予定
（東京都の新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請に応じてオープン準備を進めさせていただきます。）



【参考資料】店舗情報

Äta 虎ノ門
＜魚介系ビストロ＞

ATELIER KOHTA
＜カウンターデザート＞

代官山の人気ビストロ「Äta」の姉妹店。ワインに合う料理が
7種類味わえるアフタヌーンティースタイルのおつまみセット
は虎ノ門店限定。

平日 11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:00）
12席
昼1,000円 夜6,000円

芸術的なスイーツを目の前でつくり上げ、でき立てを味わえる
カウンターデザート専門店。素材が調和する一体感のある
味わいを堪能ください。

地上3階虎ノ門横丁

・OPEN

・席数
・平均予算

平日 11:30～21:30（L.O. 21:00）
土日祝 11:30～20:30（L.O. 20:00）
16席
2,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

鮎ラーメン ＋
＜ラーメン・大衆和食＞

ELEZO GATE
＜ELEZO 肉料理＞

二子玉川にある「鮎ラーメン」が新メニューを携えて登場。
大黒神島のカキを使った料理やおつまみから〆のラーメン
まで鮎ラーメンの世界を堪能ください。

平日 11:30～15:00／17:00～23:00（L.O. 22:30）
土日祝11:30～15:00／17:00～22:30（L.O. 22:00）
9席
昼1,500円 夜3,000円

渋谷・松濤の紹介制レストラン「エレゾハウス」のセカンドライン。
肉質の高さをシンプルに伝える料理の数々を、よりカジュアル
に体験できます。

・OPEN

・席数
・平均予算

11:30～14:00（L.O. 13:30）／17:30～23:00
（L.O.  Food 22:00、Drink 22:30）
日
12席（個室あり）
昼2,000～5,000円 夜8,000～13,000円

・OPEN

・定休日
・席数
・平均予算

新業態 新業態

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

魚菜由良 雑魚亭
＜居酒屋＞

築地金だこ
＜ネオたこ焼き＞

予約困難な大井町の人気居酒屋が虎ノ門に初出店。厳選
した旬の魚菜を職人技で丁寧に仕立てた“おもてなし
料理”の品々を提供します。

11:30～14:00（L.O. 13:30）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
月
19席
昼1,000円 夜4,000円

「築地銀だこ」が提案する新感覚のネオたこ焼き店。常時2～3
種類提供するネオたこ焼きを食べつくして、たこ焼きで世界
一周旅行をしよう。

地上3階虎ノ門横丁

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

11:30～22:00（L.O. 21:30）
7席
昼1,000円 夜2,500円

・OPEN
・席数
・平均予算

KOREAN IZAKAYA ジャン
＜韓国居酒屋＞

si si 煮干啖
＜パスタ＆バール＞

“マッコリがすすむ韓国のおつまみ”がテーマ。こだわりの
薬念醤（ヤンニョムジャン）が素材の旨みを際立てる、日本
では珍しい韓国居酒屋メニューが味わえるのは虎ノ門だけ。

平日 11:30～22:30（L.O. 22:00）
土日祝11:30～21:30（L.O. 21:00）
35席
昼1,000円 夜4,000円

熟成肉で知られる「カルネヤ」の高山いさ己シェフが手がける
旨みたっぷりの「煮干しパスタ」店。本格的なイタリアンの
おつまみや自然派ワインもお愉しみいただけます。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日 11:00〜15:00（L.O. 14:30）／18:00～22:00（L.O. 21:30）
土祝 11:00〜15:00（L.O. 14:30）／18:00～21:00（L.O. 20:30）
日
12席
昼1,000円 夜3,000～5,000円

・OPEN

・定休日
・席数
・平均予算

新業態 新業態

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

酒食堂 虎ノ門蒸留所
＜スピリッツ蒸留所・バー ＆ 居酒屋＞

ソムタム ダー
＜タイ料理＞

東京の島焼酎と名水にこだわった東京発のクラフトジンを
楽しむ居酒屋。立ち飲みスタイルのカウンターからゆっくり
座れるお席まで、スタートでも2軒目でも多様なシーンで
お使いください。

平日・土 11:00～15:00（L.O. 14:30）／
17:00～23:00（L.O. Food 22:00、Drink 22:30）

日祝 11:30～15:00（L.O. 14:30）／
17:00～22:00（L.O. Food 21:00、Drink 21:30）

100席
昼900～1,200円 夜3,500～4,500円

強い辛みの中から、様々な旨みが弾けるタイ東北（イサーン
地方）料理が味わえます。名物サラダ「ソムタム」は種類豊富で
虎ノ門限定メニューも用意。

地上3階虎ノ門横丁

・OPEN

・席数
・平均予算

平日 11:30〜15:00（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝 11:30〜15:00（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:00）

24席
昼1,300円 夜3,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

中華そば 勝本
＜ラーメン＞

つかんと
＜とんかつ＞

水道橋や神保町に店を構える中華そばの店「勝本」の系列店。
醤油ベースの懐かしい味わいの中に新しさを感じる、
こだわりの一杯をご賞味ください。

11:00～15:00／17:00～22:00
水
12席
900円

フレンチの技法を生かし、様々な食べ方やスタイルを提案する
新感覚のとんかつ専門店。希少部位を使ったとんかつや創作
メニューにも注目です。

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

平日 11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝 11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:00）
8席
昼1,300円 夜3,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

新業態 新業態

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

deli fu cious
＜フィッシュバーガー・カフェ＞

虎ノ門酒場器楽亭+
＜居酒屋＞

マグロの漬けや昆布〆の白身魚を使ったフィッシュバーガ
ーの専門店。虎ノ門店では片手で食べられるミニサンドや
新たなおつまみも登場。

11:00～23:00（L.O.  Food 22:00、Drink 22:30）
15席
昼1,000円 夜1,500円

銀座にある本格割烹「器楽亭」の分店。食材の滋味を引き出し
た肴はアラカルトでも注文でき、日本酒をはじめ豊富なお酒と
合わせて楽しめます。

地上3階虎ノ門横丁

・OPEN
・席数
・平均予算

11:30～14:00（L.O. 13:30）／17:30～22:30（L.O. 21:30）
月
30席
昼1,500円 夜5,000円

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

虎ノ門PAIRON
＜餃子居酒屋＞

TORANOMON BREWERY
＜クラフトビール＞

皮はもっちり、肉汁はたっぷりの白龍餃子が名物。
新メニューの焼き餃子「鍋貼」をはじめ、台湾の人気居酒屋
メニューが充実。

平日 11:30～23:00（L.O. 22:30、一部メニュー22:00）
土日祝11:30～22:00（L.O. 21:30）
16席
昼1,000円 夜3,500円

「NIHONBASHI BREWERY」と台湾No.1ブルワリーとのコラボ
ショップ。フルーティーなクラフトビールのほか新鮮野菜の
サラダやスムージーも人気。

・OPEN

・席数
・平均予算

平日 11:30～14:30（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:30）
土日祝 11:30～22:00（L.O. 21:30）
7席
2,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

新業態 新業態

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

虎ノ門横丁 POPUPレストラン
＜POPUPレストラン＞

新業態
鳥茂 分店
＜焼きとん＞

新業態

代々木八幡にある予約困難の人気店「おそうざいと煎餅
もんじゃ さとう」が、自慢のぬか床で仕込んだ多彩な
ぬか漬けが楽しめる、日本でも珍しいぬか漬け専門店が
虎ノ門横丁POPUPレストラン第1号として登場。

6月11日（木）～19日（金）11:00～14:00
月
7席
昼1,100円 夜2,000円

創業以来70年、その味を代々受け継ぎ革新に挑んできた新宿
の名店「鳥茂」初の分店。“焼きとんという料理の最高峰”が
虎ノ門に登場。

地上3階 虎ノ門横丁

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

平日 16:00～23:00（L.O. 22:00）
土祝 16:00～22:00（L.O. 21:00）
日
19席
夜8,000円

・OPEN

・定休日
・席数
・平均予算

バードランド 虎ノ門
＜焼鳥＞

新業態 HAND PICKING WINE
＜虎ノ門横丁セラー＞

新業態

焼鳥店で初めてミシュランの星を獲得したバードランドの
分店。滋味豊かな奥久慈軍鶏の串焼きなどをアラカルトで
楽しめます。

平日 11:30～12:30（数量限定販売）／
17:00～22:30（L.O. 22:00）

土日祝 11:30～12:30（数量限定販売）※昼は土のみ、日祝なし
17:00～22:00（L.O. 21:30）

月
20席
昼1,500円 夜8,000円

ワインテイスター大越基裕氏が監修する虎ノ門横丁のワイン
セラー。併設したバーでは「An Di」監修のモダンなアジアン
おつまみが味わえます。

・OPEN

・定休日
・席数
・平均予算

平日 11:30～14:00（L.O. 13:30）／16:00～23:00（L.O. 22:30）
土日祝 11:30〜22:00（L.O. 21:30）
12席
昼1,000円 夜3,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

（ぬか漬けと牛モツそばさとう）

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

ファイヤーホール 4000
＜火鍋＞

Plancha ZURRIOLA
＜スパニッシュ鉄板焼＞

火鍋伝道師・菰田欣也氏が手がける、極上のスープと吟味
された食材が織り成す、至高の火鍋専門店。フェスなどで
評判になった旨辛まぜご飯もご用意しています。

11:30～14:00（L.O. 13:30）／17:00～22:00（L.O. 20:30）
日
34席
昼1,000円 夜5,000円

モダンスパニッシュの最高峰の名店が手がけるプランチャ
（鉄板焼）専門店。魚介を中心にシンプルに調理し、素材の
旨味をダイレクトに味わえます。

地上3階 虎ノ門横丁

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

平日 11:00～15:00（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝 11:00〜15:00（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:00）
29席
昼1,500～3,500円 夜5,000～8,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

振り塩とイタリアン イル・フリージオ
＜イノベーティブ（イタリアン・寿司）＞

ポロフリ g
＜揚げ物専門店＞

日本各地の魚介をメインとした四季折々の食材が、奥田
マジックで輝きだす。新感覚オイル寿しとは、醤油ではなく、
世界30種類のオリーブオイルと100種類を超える世界の塩
で食べる、新たな美味しさに出会える鮨です。

11:30～15:00（L.O. 14:30）／17:00～22:00（L.O. 21:30）
月
11席
昼1,500円 夜3,800円

五反田の人気店「スペインバル ジローナ」発の揚げ物専門店。
オリジナルブレンドのスパイスな衣をまとったジューシー＆
しっとりなフライドチキンをお楽しみいただけます。

・OPEN
・定休日
・席数
・平均予算

平日 11:00～22:30（L.O. 22:00）
土日祝 11:00～21:00（L.O. 20:30）
3席
1,000円

・OPEN

・席数
・平均予算

新業態 新業態

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



【参考資料】店舗情報

香港焼味酒家 赤坂璃宮
＜中華＞

Ryukyu Chinese Stand TAMA
＜沖縄・台湾・中華＞

オーナーシェフ譚彦彬氏の念願だった焼き物専門店が
誕生。素材を見極め、旨みを引き出す“焼きの技”が光る
料理が並びます。

平日 11:30～15:00（L.O. 14:30）／17:30～22:30（L.O. 22:00）
土日祝 11:30～21:30（L.O. 21:00）
18席
昼1,500円 夜4,500円

沖縄、台湾、中国の料理をあっさりとやさしい味に仕立てていま
す。前菜系の料理とフルーツなどを漬け込んだフレーバー泡盛
の相性は抜群。

地上3階虎ノ門横丁

・OPEN

・席数
・平均予算

平日 11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～23:00（L.O. 22:00）
土日祝 11:30～15:00（L.O. 14:00）／17:00～22:00（L.O. 21:00）
第1・第3日曜
16席
昼1,000円 夜3,000円

・OPEN

・定休日
・席数
・平均予算

新業態 新業態

新型コロナウィルス感染症の予防および拡大防止のため、一部営業時間を変更している店舗があります



＜プロフィール＞
ワンダーウォール代表。INTERSECT BY LEXUS、UNIQLOグローバル旗艦店（NY、パリ他）、
外務省主導によるJAPAN HOUSE LONDON等を手がける。FRAME AWARD 2020 Lifetime 
Achievement Award受賞。

商業施設、ARCHインテリアデザイン ： 片山 正通

photo: Kazumi Kurigami

虎ノ門横丁 コンセプト策定 ： 横川 正紀

＜横川 正紀氏 プロフィール＞
株式会社ウェルカム 代表取締役。2000年創業以来、「GEORGE’S」や「CIBONE」、
「TODAY’S SPECIAL」などのライフスタイルブランドを自社で運営。2003年からは「DEAN & 
DELUCA」の日本での展開を始める。小売業や外食などリアルな流通チャンネルにおける
食とデザインを追求し、自社ブランドを展開している。

虎ノ門横丁 店舗セレクト ： マッキー牧元

＜マッキー牧元氏 プロフィール＞
1955年東京出身。立教大学卒。株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。
年間700食ほど旺盛に食べ歩き、雑誌、テレビ、ラジオなどで食情報を発信。「出世酒場」
集英社刊ほか著書多数。最新刊は「どんな肉でもうまくする。サカエヤ新保吉伸の真実」
世界文化社刊

虎ノ門横丁インテリアデザイン ： SUPPOSE DESIGN OFFICE

＜プロフィール＞
谷尻誠、吉田愛率いる建築設計事務所。広島・東京の2ヵ所を拠点とし、住宅、商業空間、
会場構成、ランドスケープ、プロダクト、インスタレーションなど、国内外で幅広い分野の
プロジェクトを多数手がける。近年の代表作に「hotel koe tokyo」「関東マツダ目黒碑文谷
店」など。

【参考資料】様々なコラボレーションによって生まれる商業空間


