◆ パレスホテル東京・パレスビル 地下1階商業ゾーン 店舗一覧
番
号

カテゴリー

店舗名

社名

パレスホテル東京
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3

4

5

パレスホテル東京
ＳＷＥＥＴＳ ＆ ＤＥＬＩ
ホテルアーケード

パレスホテル東京
Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｔｏｒｔｕ
ホテルアーケード

パレスホテル東京
改造社書店
ホテルアーケード

パレスホテル東京
bliss
ホテルアーケード

パレスホテル東京
muta PALAZZO
ホテルアーケード

株式会社パレスホテル

株式会社竹中庭園緑化

改造図書出版販売株式会社

株式会社大同

株式会社ヤマミ

表記業態

店舗紹介文

新業態
東京初
日本初
初支店

ホテルアーケード

ペストリーショップ

ホームアクセサリー&フラワー

書店

コスメティック・化粧品

時計、バッグ、革小物

ショコラを中心としたホテルメイドスイーツや、ご家庭でも楽しめるデリカ商品を多
彩にラインアップしております。ホテルでの思い出をご自宅へ、そして大切な方へ
お届けいただけるよう、パッケージにもこだわりました。「パレスホテル東京」の美
食を、ぜひご自宅でもお楽しみください。

Ｌ’ａｒｔ ｄｅ ｖｉｖｒｅ（美的生活）をコンセプトに世界的に活躍するパリのフラワーアー
ティストクリスチャン・トルチュ。自然の素材の美しさと都会の洗練されたモードを
融合し、生活をより美しくする花のスタイルを提供します。パリのエッセンスあふれ
るオリジナル・ホームアクセサリーも充実。上質なライフスタイルを提案します。

ホテル
直営

ー

最新の話題の書籍や人気の雑誌をはじめ、海外の書籍や洋雑誌など、高感度な
お客様のご要望にきっとお答えできる幅広い品揃えの書店です。雑誌や書籍のお
問い合わせやお取り寄せなどにも、迅速に対応させていただきます。また、煙草
や新聞、文具類、身の回りの生活雑貨類の他、ギフトにもお使いいただけるカジュ
アルで楽しいアイテムもご用意いたしております。どうぞお気軽にお立ち寄り下さ
いませ。
外見の美しさだけではなく、インナービューティに輝きを。自分自身に今必要な答
えに出会える場所「bliss」。世界中から厳選された香り、ナチュラル系スキンケア、
ヘアケアなど、五感が喜ぶ、癒される、満たされる、トップクラスの商品を取り揃え
ております。

常時1,000種以上の時計バンドを取り揃えており、時計本体と組み合わせ自身で
コーディネイトしていただけるユニークな販売システムを主軸に、ガルーシャ（エイ
革）を使用した革小物やバッグを取扱うブランドSHOP。とにかくウィットに富んだユ
ニークな品揃えが自慢。

新業態

新業態

岐阜県瑞浪市にある箸置き製造の窯元が展開する和のセレクトショップです。コン
セプトは「心と手を感じることのできる日本製品」。ＭＡＤＥ IN ＪＡＰＡＮならではの
繊細なデザインの商品をセレクトしております。
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パレスホテル東京
マスターズクラフト
ホテルアーケード

パレスホテル東京
日貿真珠
ホテルアーケード

パレスホテル東京
アビステ
ホテルアーケード

マスターズクラフト株式会社

株式会社日貿真珠店

株式会社アビステ

和のセレクトショップ

真珠専門店

アクセサリー

新業態

パレスホテル創業以来一貫して真珠の品質と芸術性の高いオリジナルデザイン
にこだわり、世界の方々に販売してまいりました。無調色（染めていない）アコヤ真
珠を中心にお客様のお肌、ニーズに合わせコーディネートをいたします。オーダー
メイドも承ります。神聖な皇居前パレスホテルで最高の真珠と出合ってください。

ー

「大人の遊び心をくすぐる」コスチュームジュエリーをメインにヨーロッパ・アメリカを
はじめ世界各国157国以上から選りすぐりのファッションアイテムをお届けするイン
ポートアクセサリーブランドです。アクセサリー、時計、バッグなどリーズナブルな
プライスからハイグレードなラインまで幅広く展開し、カジュアルにもフォーマルに
ー
も対応できる豊富な品揃えとなっております。

創業大正12年（1923年)オーダーシャツ専門店。顧客は政財界始め各界に亘りご
愛顧頂いています。生地・デザインのバリエーションも充実しております。是非お
立ち寄りください。
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パレスホテル東京
タケナカシャツ
ホテルアーケード

パレスホテル東京
MOMOTA TOUEN
ホテルアーケード

パレスホテル東京
ＪＩＫＡＮ ＳＴＹＬＥ
ホテルアーケード

パレスホテル東京
能作
ホテルアーケード

パレスホテル東京
今治浴巾
ホテルアーケード

パレスホテル東京
はせがわ酒店
ホテルアーケード

タケナカ株式会社

株式会社百田陶園

宮本株式会社

株式会社能作

丸栄タオル株式会社

株式会社はせがわ酒店

オーダーシャツ専門店

陶磁器

手ぬぐい

ー

日本を代表する陶磁器の産地である有田から発信する世界基準の新ブランド「１
６１６」(イチロクイチロク)のフラッグシップストア。現代の暮らしに合ったデザイン性
の高い食器は国内外で活躍するデザイナーと素材の開発から行ったこれまでに
ない、新しいブランドです。

初支店

てぬぐい専門店、ＪＩＫＡＮ ＳＴＹＬＥ。私達の使命は、日本人が古来より築き上げて
きた文化や精神性や感性、職人のものづくりや技術にこだわり、それらを現代に
変換し、商品のひとつ、ひとつに思いを込めて、お客様ひとり、ひとりに大切に伝
えていくことです。今となっては数少ない職人たちが昔ながらの「注染」という技法
にこだわり、手間暇をかけ、一枚一枚丹念に作り上げる商品には古来からの日本 初支店
がいっぱいつまっています。

富山県は高岡の地に400年受け継がれてきた鋳造技術を活かし、金属特性や素
材の魅力を最大限に引き出すものづくりを追求し続ける「能作」。大正5年の創業
当時は仏具、茶道具、花器を中心に、近年は 澄んだ音色が印象的な真鍮製風鈴
錫・真鍮・青銅製の食器・イン や純度100%錫のテーブルウェアの開発をはじめ インテリア雑貨や建築金物など
を通じて高岡銅器の魅力を伝え続けています。1つ1つ手で仕上げられた、味わい ー
テリア雑貨
のある商品をお楽しみください。

タオル製品

日本酒＆SakeBar

タオルは昔“浴巾”（ヨッキン）と呼ばれ、その呼び名から生まれたタオルショップ
「今治浴巾」。百十余年の歴史と伝統技術を盛り込んだ“今治タオル”ならではの
肌触り、柔らかさ、そして吸水性の良さをお届けします。又、ベルギー人デザイ
ナー“クリス・メスタ氏”との出会いによる世界戦略ブランド“ＣＨＲＩＳ ＭＥＳＴＤＡＧ
Ｈ ＩＭＡＢＡＲＩ”や、ハウスブランドの中のハイスペックシリーズの“ｉｄéｅZoｒａ Ｐｒｅ 新業態
ｍｉｕｍ”等、他には無いタオル製品をお楽しみいただけるはずです。
日本酒をこよなく愛する「はせがわ酒店」が遂にホテル初出店。本当の日本酒の
魅力を知っていただきたいと、造り手たちの思いが詰まったお酒を全国各地より
厳選しました。大事なビジネスのお遣い物に、大切な方へのプレゼントに、あなた
の気持ちを託すとびきりの1本をご紹介します。
併設の日本酒BARでは、話題の名酒や季節のお酒を日替わりでお楽しみいただ ー
けます。美酒を更に引き立てる自慢の酒器や、蔵元おすすめのおつまみもご用
意。あなたのお気に入りの1杯がきっと見つかります。

番
号

15

16

17

18

カテゴリー

店舗名

パレスホテル東京
Ｈａｔｓｕｋｏ Ｅｎｄｏ Ｓｔｙｌｅｓ
ホテルアーケード

パレスホテル東京
オリエンタルフローリスト
ホテルアーケード

パレスホテル東京
フランツ
ホテルアーケード

パレスビル
ＴＡＫＵＭＩ ｂｙ ＫＯＫＵＳＡＩ ＣＬＥＡＮＩＮＧ
レストラン＆ショップ

社名

表記業態

コスチュームサロン・ビュー
ティーサロン

株式会社遠藤波津子美容室

店舗紹介文

新業態
東京初
日本初
初支店

常に最上のクオリティと本物を志向し、美しい女性美を追求してきたHatsuko
Endo。1904年銀座に創業し、.一世紀に渡る長い歴史の中で培われた確かな技術
と洗練されたセンスで、ワンランク上のトータルビューティーをご提案いたします。
特別な日のためのヘア＆メイク・着付から日常のお手入れや美しい髪と頭皮をつ
ー
くるヘアエスティックまで、様々なビューティメニューをご用意。フォーマルシーンへ
御列席の方のためご衣裳（振袖・留袖・訪問着・タキシード等）のレンタルも承りま
す。

フラワーショップ

1961年創業以来「心と心を花で結ぶ」と云う企業理念のもと、時代の求めるフラ
ワービジネスの姿を追求してまいりました。花を通じて、自然の恵みに感謝し、こ
れを大切に思い人と空間、人と人とのコミュニケーションに貢献したいと云う強い
意志と願いが込められています。自然との調和を意識し、花を通じて社会に貢献
ー
することを胸に、日々進歩し続けます。

フランツコレクション合同会社

オリジナル陶磁器販売

2001年に設立されたフランツコレクションは類をみないアーティスティックなデザイ
ンで世界中の人々から愛される台湾の陶磁器メーカーです。華やかな色彩が特
徴のJEAN BOGGIO FOR ＦRANZと大自然の美しさを描いたFRANZを取り揃え、
東洋と西洋、伝統と現代のトレンドデザインを融合させた優雅で風格のあるトップ
初支店
クラスのライフスタイルを御案内いたします。

パレスビル

レストラン＆ショップ

オリエンタルフローリスト株式会社

国際クリーニング株式会社

クリーニング

1948年ここ丸の内で創業した国際クリーニングが提案するこれからのクリーニン
グショップの理想型、それが「ＴＡＫＵＭＩ」です。画一的な従来型のクリーニング
サービスを払拭し、カウンセリングを充実させることでお客様のご要望を的確に反
映させるシステムを導入しました。日本を代表する高級ホテルのゲストランドリー
で培った技術力で、ますます多様化、繊細化する衣類をお客様のリクエストに沿っ 新業態
て一点一点心を込めて仕上げます。
セブン－イレブンのオリジナル商品を中心として、豊富な品揃えでお迎え致してお
ります。皆様のサ－ビス拠点として、『近くて便利』な店作りを追求し続けます。
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パレスビル
セブンイレブン
レストラン＆ショップ

パレスビル
蕎麦と酒 いなたや
レストラン＆ショップ

パレスビル
鍼灸マッサージ 久庵
レストラン＆ショップ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン コンビニエンス・ストア

株式会社稲田屋本店

学校法人常陽学園

蕎麦

ー

こだわりの蕎麦と酒を気軽にお楽しみいただける「蕎麦と酒」の店です。老舗蔵元
直送の日本酒「稲田姫」や東郷平八郎命名の「トップ水雷」。そして、水木しげるの
鬼太郎本格焼酎も各種ご用意。旬の野菜や鮮魚を使った、職人による拘りの料理
でついついすすむ酒を片手に、開放感ある明るい店内で極上のひと時をお過ごし
新業態
くださいませ。

はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の各国家資格を取得している専門師
が、東洋医学的にお体の状態を把握し、オーダーメイドの治療を行います。不調
になっている状態の体をカラダの内部から本来の健康で元気な状態に導いていき
マッサージ・リラクゼーション・ ます。さまざまな体の不調や冷え、こり、むくみなどの症状のある方にあたっては、
気軽に来院できる駆け込み寺的な存在として長年多くの方に愛され親しまれてい ー
メディカルサポート
ます。
韓国の豆腐鍋料理「スンドゥブ」をさらに美味しく、種類豊富に取りそろえたスン
ドゥブ専門店。手作りふわふわ豆腐とボリューム満点の具材は、とってもヘル
シー！美容にも健康にも大人気です。
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パレスビル
東京純豆腐
レストラン＆ショップ

パレスビル
とんかつ料理と京野菜 鶴群
レストラン＆ショップ

パレスビル
ＦＩＮＮ ＭｃＣＯＯＬ’Ｓ
レストラン＆ショップ

パレスビル
野菜ダイニング ほんのちょっと
レストラン＆ショップ

パレスビル
Serafina NEW YORK
レストラン＆ショップ

パレスビル
水山
レストラン＆ショップ

ブラスアンドカンパニー株式会社

株式会社J．フロントフーズ

株式会社ニッコクトラスト

株式会社プルミエ・シャンスー

株式会社ノバレーゼ

韓国スンドゥブ専門店

和食 とんかつ

アイリッシュパブ

野菜ダイニング

イタリアン

味の民芸フードサービス株式会社 うどん専門店

ー

おいしさ・美しさ・食感を追求したとんかつ専門店。コレステロールゼロのキャノー
ラ油と油吸収率の低いパン粉を使用したヘルシーなとんかつを始め、「旬の京野
菜」をせいろで蒸した温野菜サラダや、健康に良いとされる「黒食材」を現代風に
アレンジしたメニュー等、健康を考えたこだわりの料理をあれこれ少しづつ楽しめ
ー
る膳スタイルで提供する新しい感覚のとんかつ屋さんです。

大きな樽のテーブルを囲むアイルランド風街角酒場。店内に、足を一歩踏み入れ
るとアイルランドにトリップした気分！立ち飲みスタイルとキャッシュオンデリバリー
が、異国情緒を醸し出す!特に、カウンター席がおススメで、ビール片手に他のお
客様やスタッフと語らいあう、素敵な出会いの場であったり、気の会う仲間とテー
ブルを囲んで思い思いの時間を楽しんでいただけます。また、通常のご利用の他 ー
にも結婚式の二次会や歓送迎会、忘年会等まとまった人数様の際には、お店を
丸々貸し切って、ゲームをしたり、映像を流したりと様々なシーンでご利用頂けま
す。
有機野菜を中心に、旬の魚介や新鮮なお肉をご提供する野菜ダイニング。“ほん
のちょっとの贅沢”をコンセプトに、都心で働く皆様が元気になれる、体にやさしい
料理をご提供します。神奈川三浦半島を始め、全国各地の農家さんより毎日届く
こだわり抜いた安心・安全で新鮮なお野菜をお楽しみください。

初支店

世界のセレブを魅了し続けているニューヨークの名店「Serafina」アジア1号店。イタ
リア最高品質の小麦で作る窯焼きピザを始め、本国の味をそのままに再現。生地
の仕込みからトッピング、焼き上げまで、ピザ職人の技を目で楽しみながら、お食
事をご堪能いただけます。種類豊富な本格ピッツァのほか、イタリア北部の料理を
アジア初
ベースにした自家製パスタなどをご用意。ご宴会・貸切パーティーや結婚式2次会
にもご利用頂けます。店内には最新鋭の映像・音響設備も完備し、専属プラン
ナーが当日までフルサポート致します。
こだわりのおいしさ。「つるつる、もちもち」手延べうどん。「絹」のようななめらかさ
と、「やまとなでしこ」のような芯の強さ。そして、毎日店舗で手作りするからこそ味
わえる「だし、つゆ」。利尻昆布と枕崎、焼津産の削り節使用。うどん専門店「水
山」だからこそ提供できる、創作性豊な商品を是非お試し下さい。

ー

一杯一杯手作りの、本格的なコーヒーを提供するスペシャリティコーヒーショップ。
フェロー（従業員）がおもてなしの心でお客様をお出迎えします。
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パレスビル
タリーズコーヒー
レストラン＆ショップ

タリーズコーヒージャパン株式会社

スペシャリティコーヒーショッ
プ

ー

