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三菱地所株式会社は、東京商工会議所及び株式会社東京會舘とともに、千代田区丸の内三丁目に所在する

「富士ビル」「東京商工会議所ビル」「東京會舘ビル」の３棟一体建て替えを進めていた「丸の内二重橋ビル」に 

つきまして、竣工日を２０１８年１０月１５日(月)、商業ゾーンの開業日を同年１１月８日（木）に決定いたしました。 

併せて、商業ゾーン名称及び出店店舗が決まりましたので、ここにお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、地下１階から２階にわたり多彩な店舗が集積する商業ゾーン名称を「二重橋スクエア」とすることと  

なりました。これは「丸の内二重橋ビル」内の商業ゾーンであることが来街者の皆様に想起しやすく、また斜め   

向かいの「丸の内ブリックスクエア」と同様に愛着を持っていただきたいという思いを込めています。 

出店店舗については、幅広い客層に親しみを持っていただけるよう、本物志向のファッションからこだわりの  

飲食店舗まで、日本初出店や新業態の店舗を含む合計２５店舗（飲食１７店舗、物販７店舗、サービス１店舗、 

店舗面積：約２，７００㎡）が出店します。 

地下１階には、就業者や来街者の方々の日常的な需要に対応しながら、食シーンを充実させる飲食店が東京

初出店を含む１３店舗集積します。１階には、丸の内仲通りの新たな顔ぶれとなる路面飲食店舗を含んだ     

１０店舗が登場し、ハイブランドショップからカフェ、レストランまでの様々な店舗が、四季折々の表情を持つ   

丸の内仲通りに一層の彩りを添えます。さらに２階には開放感のある上質なくつろぎ空間と、ハレの日を彩るお食事

やお酒を提供する飲食店２店舗を迎えます。 

「二重橋スクエア」の開業によって、丸の内仲通りの街並みに一層の連続性と有楽町エリアへの拡がりを    

もたせ、人・モノ・文化との新たな出会いの場を創出していくとともに、東京商工会議所、東京會舘によりホールや

バンケットといったＭＩＣＥ施設や高級レストランの充実が図られ、丸の内・有楽町エリアの街の魅力がさらに   

深まります。また、本年秋には福岡エリアにおいて「ＭＡＲＫ ＩＳ 福岡ももち」の開業を予定しており、当社     

グループの総合力・ノウハウを活かした商業施設開発を推進してまいります。 

 

 

 

商業ゾーン「二重橋スクエア」ロゴマーク 

 

丸の内二重橋ビル 外観 ※イメージ 

 

 

「丸の内二重橋ビル」商業ゾーン「二重橋スクエア」 

２０１８年１１月８日（木）開業 
日本初出店・新業態を含む出店店舗ラインナップも決定 

～丸の内と有楽町の結節点に選りすぐりの２５店舗オープン～ 

 



 

■地下１階（１３店舗／飲食１２店舗・サービス１店舗)  

『Ｄｏｗｎｔｏｗｎ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ～新たな丸の内の食文化を発信する“ダウンタウン”～』をコンセプトに、オフィス    
ワーカーや来街者の五感を刺激する、個性あふれる店舗が集積します。 

薩摩地鶏を炭火で焼きあげるこだわりの焼鳥を提供し、福岡で人気を博す「焼き鳥 松元(※)」をはじめ、大阪の   
「鶴橋 お好み焼・鉄板焼 オモニ」、福岡の「長浜鮮魚卸直営店 博多 魚助」などの“東京初出店”店舗が登場。さらに、 
「bar à vin ROTI」や「焼肉ＭＡＲＵＧＯ」などの“新業態”店舗や、地方名店・東京繁盛店など、エリア就業者や来街者の
方々のランチ・カフェ・ディナーで日常的にお使いいただける飲食店舗とサービス店舗が集います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１階（１０店舗／飲食３店舗・物販７店舗) 

丸 の内 仲通 り の新 たな 顔ぶ れと なる カフ ェ等 の飲食 店舗 を含 ん だ路 面店 舗が 構成 す る当 フロ アは 、         
『Ｕｒｂａｎ Ｇａｌｌｅｒｙ～華やかで上質感あふれる、都会のギャラリー～』をコンセプトに、周辺のビルとの連続性を      
活かしながら、丸の内のメインストリートのさらなる魅力を醸成します。 

イタリアを代表する高級紳士服ブランドである「Ｅｒｍｅｎｅｇｉｌｄｏ Ｚｅｇｎａ」がビジネスウェアからカジュアルウェア、   
レザーグッズ等、ライフスタイルを彩るコンセプトショップを出店するほか、フレンチトラッドシューズの雄として、世界中の
セレブリティを魅了する「Ｊ.Ｍ. ＷＥＳＴＯＮ」が南青山に次ぐ東京都内路面店二号店として出店する等、ハイセンスなファッション  
店舗がオープンします。 

 

 

 

 

 

 
 

また世界的に著名なフランス人パティシエ PIERRE HERMÉ 氏が日本上陸     
２０周年の節目に、選りすぐった日本の素晴らしいものを、東京丸の内から世界へ
発信する世界初のコンセプトショップ「ピエール・エルメ」、カリフォルニアのスター 
シェフＤａｖｉｄ Ｍｙｅｒｓ氏が手掛ける「ＡＤＲＩＦＴ ｂｙ Ｄａｖｉｄ Ｍｙｅｒｓ」、パリ１５区で  
人気のオーナーシェフＴｈｉｅｒｒｙ Ｂｌａｎｑｕｉ氏によるネオビストロの東京店「Ｌｅ Ｂｅｕｒｒｅ Ｎｏｉｓｅｔｔｅ」
など、本物志向のカフェ・レストランが登場。丸の内仲通りに大きくテラス席を設置し、
ランチ・ディナーだけでなくカフェタイムも営業します。多様な顔ぶれの店舗が、四季
折々豊かな表情を見せる丸の内仲通りのさらなる賑わいを創出します。 

 

■２階（２店舗／飲食２店舗) 
『Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ Ｒｅｓｏｒｔ～テラスに降り注ぐ光、都会の中のリゾート～』をコンセプトに、テラス席を併設した上質な空間

が、記念日やお祝いなど大切なハレの日シーンや接待・宴席などのビジネスシーンを演出します。 
１９７８年創業のシカゴ発ウェットエイジングステーキハウス「Ｍｏｒｔｏｎ'ｓ Ｔｈｅ Ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅ」と、ロンドンの話題店 

“ハッカサン”や“パーク・シノワ”を手掛けた世界的プロデューサーＡＬＡＮ ＹＡＵ氏による点心レストラン「ＹＡＵＭＡＹ」が
日本初上陸。両店舗に設けられたテラス席からは豊かな緑が気持ちのいい丸の内仲通りの景観をはじめ、丸の内の
冬を彩るクリスマスイルミネーションもお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

ＰＩＥＲＲＥ ＨＥＲＭÉ 氏による、日本の素晴らしいものを、東京
丸の内から世界へ発信する、カフェ・スイーツ・グロッサリーの

世界初コンセプトショップ（模型イメージ） 

長浜鮮魚卸直営店 博多 魚助 鶴橋 お好み焼・鉄板焼 オモニ 

「二重橋スクエア」 フロア特徴 

焼き鳥 松元
(※) 

(※) 現店舗名は「てんがらもん」となります。 

Ｍｏｒｔｏｎ'ｓ Ｔｈｅ Ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅ 

ＹＡＵＭＡＹ 



 

■「丸の内二重橋ビル」とは 
「丸の内二重橋ビル」は、千代田区丸の内三丁目に所在する「富士ビル」「東京商工会議所ビル」「東京會舘ビル」の

３棟一体建て替えを実現した新たなビル。「丸の内」と「有楽町」の結節点に立地し、複合施設が軒を連ねる各エリアに
連続性をもたせるとともに、一層の賑わいを創出するべく、文化、交流、観光などの機能を備えた複合ビルとなります。 

東京商工会議所エリアには事務局オフィスのほか、国際会議に対応できる東商グランドホール（５００席）等の貸会議室、
各種催事の実施が可能な多目的スペース、テナントエリアがあり、東京會舘エリアは２０００名規模のご宴席に対応する  
地区内最大級となる大バンケットをはじめ、披露宴会場やチャペル、高級レストランにて構成されます。 

２０１８年１０月１５日(月)に竣工、同年１１月８日(木)に商業ゾーン「二重橋スクエア」がオープンします。 

 

■「丸の内二重橋ビル」の商業ゾーン「二重橋スクエア」名称・ロゴマーク由来 

名称については、「丸の内二重橋ビル」内の商業ゾーンであることを来街者の皆様が想起   
しやすく、斜め向かいの「丸の内ブリックスクエア」と同様に愛着を持っていただきたいという思い
から名づけました。また丸の内を意味する「○」と二重橋を意味する「２」を重ねたシンプルで   
柔らかなロゴデザインは、丸の内（○）の魅力を更に高める（二乗する＝スクエア）意味を込める 
とともに、本物志向のファッションからこだわりの飲食店舗まで、幅広い客層に親しみを持って    
いただきたいという気持ちが込められています。 

 

■建物概要 

所 在 地 ： 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 

竣 工 ： ２０１８年１０月１５日 

階 数 ・ 高 さ ： 地下４階・地上３０階・塔屋２階、約１５０ｍ 

敷 地 面 積 ： 約９，９００㎡（約３，０００坪） 

延 床 面 積 ： 約１７３，０００㎡（約５２，０００坪） 

事務所貸付有効面積 ： 約７０，０００㎡（約２１，１７５坪）  

店 舗 貸 付 有 効 面 積 ： 約２，７００㎡（約８１３坪） ※地下１階～２階 

用 途 ： 事務所、会議場、バンケット、店舗、駐車場等 

駐 車 場 ： １７０台  

最 寄 駅 ： 東京メトロ千代田線「二重橋前<丸の内>」駅、 
都営三田線・東京メトロ日比谷線・千代田線「日比谷」駅、 
ＪＲ京葉線他「東京」駅 地下接続（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観 ※イメージ 

ロゴマーク 

「丸の内二重橋ビル」施設概要 

 

外観パース（丸の内仲通り側） ※イメージ 貫通通路パース（１階） ※イメージ 

 



 

  

      

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付資料①】「二重橋スクエア」 各フロア別店舗一覧 

 ※今後変更となる場合がございます。 

フロア 業態 店舗名 店舗紹介文 新業態 日本初 東京初

地下１階 お好み焼き居酒屋 鶴橋 お好み焼・鉄板焼 オモニ

鶴橋にお店を構えて50年以上の「お好み焼　オモニ」。
おでんのジャガイモや、ぶっといゲソ天、自家製キムチにスジ、油カスなどをお好みでチョイ
ス。タマゴも生地の中と仕上げの半熟とで「玉々」だ。「お好きなように」これぞ ［オモニ］
流。著名人、タレントさんは「自分流」の組み合わせをメニューに残しているほど。何を入れ
ても山のように盛り上がったお好みをズバっと返すオモニの思い切りの良さが、味の際立
ち方に通じる。もはや大阪こなもん界の至宝と言えよう。
地元のみならず、週末には遠方から多くのお客さんが訪れ、韓国Kpopアイドルも来店する
人気店！

●

地下１階 そば 草八

北部九州のほぼ中央に位置し美しい山々に囲まれ豊富で清らかな水が流れ、四季のうつ
ろいがはっきりしている情緒あふれる街、大分県日田市。
豊かな土地が育んだ香りもコシも強くてしなやかなお蕎麦や天領の地から伝わるこだわり
の鶏料理と一献。

●

地下１階 焼肉 焼肉MARUGO

―丸の内の焼肉シーンをより気軽に、より華やかに―
黒毛和牛、熟成ホルモン等々、ハイクオリティーな肉の種類とMARUGOの豊富なドリンク
の融合。ランチの気軽さから、ちょっとつまめるバースタイル、しっかりディナーや女子会、
デートまで…どの時間でもオシャレに焼肉を演出します。個室完備がうれしい新業態・焼肉
MARUGO。

●

地下１階 寿司 築地青空三代目
築地価格の江戸前鮨を銀座と同等以上のクオリティで提供する江戸前鮨店。
高コストパフォーマンスの昼と夜のおまかせを提供致します。
築地最強の炙り丼など、同店ならではのインパクトあるメニューも。

地下１階 フレンチビストロ bar à vin ROTI
カウンター内で臨場感たっぷりにお料理を仕上げるフレンチ鉄板焼き。お料理によく合うワ
インを厳選して取り揃え、おすすめのペアリングもお楽しみいただけます。

●

地下１階 理容室・コンディショニングサロン
ビューレックス スカイ /
コンディショニングサロン リキュウ

スカイはここが違う！
従来の理容室のスタンダードサービスだけではなく、頭からつま先までをトータルケアでき
るサロンです。
ご多忙なお客様のコンディションを整え、リフレッシュしていただける様々なメニューをご用
意してお待ちしております。

●
（
リ

キ

ュ

ウ

）

地下１階 カフェ・バー CAFFÉ& BAR PRONTO
イタリアンバールをコンセプトに、朝は香り豊かなコーヒーとパンでモーニング、昼はパスタ
でランチ、夜はおつまみパスタとワインでバーとして利用できます。

地下１階 海鮮居酒屋
長浜鮮魚卸直営店　
博多 魚助

毎朝仕入担当が確かな目利きで鮮魚を仕入れ空輸にて発送し、鮮度抜群な魚介を提供
致します。鮮度は勿論、価格、ボリューム等最高のコスパで提供致します。博多の旬の海
鮮料理が楽しめる魚助は、お飲み物は九州のまだまだ知られていない名酒、焼酎を中心
に博多の味と名酒が楽しめる鮮魚酒場です。

●

地下１階 旬菜家庭料理 恵比寿 土鍋炊ごはん なかよし

毎日食べても飽きることのない、お客様のお腹にもお財布にも優しい“日本のごはん”を大
切にしています。丁寧に手作りした旬の美味しいものを、四季を通じてご提供いたします。
どこか懐かしい、誰もが慣れ親しんだ家庭料理の数々を、土鍋で炊き上げた自慢のご飯と
ともにお楽しみください。

地下１階 地中海・イスラエル料理 タイーム

恵比寿に本店を構えるオーナーシェフ、ダン・ズッカーマン氏のイスラエル家庭料理の初支
店。イスラエルの晴れた空の色に似たブルーを基調とした店内にスタッフとお客様の距離
感が近いアットホームな空間が広がる。欧米やセレブの間でも大人気のヘルシーフード、
ヴィーガンにも対応できるスパイスやハーブを大胆に使ったこだわりの「フムス」や「ファラ
フェル」とイスラエル産ワインをお楽しみください。

地下１階 和食・日本酒 ぬる燗 佐藤

熱燗・ぬる燗・雪冷えなど、温度によって奥ゆかしい名前を持つ日本酒。そんな日本酒を
47都道府県から数多く取り揃え、11段階にも渡る温度変化で、それぞれの香りや味わい
の繊細な変化をお愉しみ頂けます。創作おでんや野菜巻き串をはじめとした、和食職人が
旬の食材を使用して作るお料理とともに、国酒の奥深さをお愉しみください。

地下１階 餃子・中華料理 大連餃子基地DALIAN

こだわりの素材を使い本場中国の点心師が1つ1つ握った大連餃子。本格中華料理と西洋
建築を中国で昇華させた赤レンガ建築風の内装でレトロ感の漂う店内、そして厨房とホー
ルを飛び交う声、立ち昇る蒸気に中華鍋の羅動音。自慢の餃子とライブ感を楽しんでいた
だける大連餃子基地DALIANです。

地下１階 焼鳥
焼き鳥 松元
※現店舗名は「てんがらもん」となります。

大将の生まれ育った鹿児島から、日本三大地鶏の薩摩地鶏の他、松元のみに仕入れが
許された鳥を使用。高温の備長炭で焼き上げ、メキシコ湾深海の厳選された塩で仕上げ
ます。野菜は九州から委託栽培した野菜を中心に取り揃えております。こだわりの松元の
焼き鳥をどうぞお召し上がり下さい。

●



 

 

  

 

 

 

 

 

 

【添付資料②】「二重橋スクエア」 各フロア別店舗一覧 

 ※今後変更となる場合がございます。 

フロア 業態 店舗名 店舗紹介文 新業態 日本初 東京初

１階 靴・レザーグッズ J.M. WESTON

1891年の創業以来、職人による靴作りを守り続けているフランスの老舗シューメーカー。
自社でタンナーを所有しており、約2年かけて原皮からソール用レザーを鞣しています。ブ
ランドの象徴となっているローファーやゴルフだけではなく、ビジネス仕様のフォーマル
シューズやレザーグッズも取り揃えております。

１階 アパレル 45R(フォーティファイブ・アール)

「着心地の良い服を喜んできていただきたい」このコンセプトのもと、素材はもちろん、風合
いや着心地、縫製など細部にまでこだわったどこにもない、ものづくりで、男性、女性問わ
ず幅広い年齢の方に、ずっと大切に着ていただける上質なカジュアルを提案し続けていま
す。

１階 タパス＆グリル ADRIFT by David Myers

シンガポール マリーナベイサンズホテル内の人気レストラン「ADRIFT」が東京丸の内に初
出店。世界各国で様々な賞を受賞したカリフォルニアのスターシェフDavid Myersが手掛け
る素材を活かしたタパスやグリルなどを、カジュアルでリラックスしたカリフォルニアの雰囲
気で気軽に楽しめます。

● ●

１階
化粧品・フレグランス・
ホームフレグランス製品

diptyque

diptyqueは、3人のアーティストたちによってパリのサン・ジェルマン大通り34番地で1961
年に幕を開けました。フレグランスキャンドルに続き、1968年には最初のオードトワレ「ロー
（L’Eau）」を発売。「二つ折りの絵屏風」を意味するdiptyqueは香りのある生活を提案する
ライフスタイルフレグランスメゾンです。

１階 アウトドアライフスタイルウエア Goldwin 

都市に暮らしながら、週末は自然の中へ——。
自分らしいスタイルとモノ選びへのこだわりを貫き、人生を貪欲に謳歌する人々に向けて。
スキーウェアからスタートしたゴールドウインはそのアイデンティティをプロダクトに込めまし
た。合理性と快適性を追求した無駄のないフォルムや、素材、機能性はもちろん、例え
ば、新雪に描かれる鮮やかなシュフー゚ルラインやその曲線美を、ポケットやジッフな゚との゙デ
ザインディテールで表現しています。 
“今の自分”をとことん楽しむ道具として、スキーやスポーツのある豊かな暮らしの一部とな
る、アパレルやギアを提案します。

● ● ●

１階 紳士靴 ラコタハウス

アメリカ最高峰のシューズブランド、オールデンの輸入総代理店『ラコタ』による、革のスペ
シャリティストアが『ラコタハウス』です。オールデン製品を豊富に取り揃えるのはもちろん
のこと、熟練したシューフィッターによる接客・採寸や純正パーツによるリペアサービスで、
常に満足していただけるサロンのようなショップを目指します。

１階 衣類・服飾雑貨 ハウス オブ ロータス
モデルの桐島かれんがクリエイティブディレクターを務めるライフクラフトブランド。旅してみ
つけた美しい民芸品や雑貨に加え、インドの繊細な手仕事のワンピースを中心に、女性を
華やかに魅せるアイテムが並びます。

１階 カフェ・スイーツ・グロッサリー ピエール・エルメ

世界的に著名なフランス人パティシエPIERRE HERMÉが選りすぐった日本の素晴らしいも
のを、東京丸の内から世界へ発信するコンセプトショップ。各地で見つけたこだわりのある
食品や、生産者とのコラボレート商品をご用意。
また、気軽に立ち寄れるカフェではおすすめの食材を使用したデリやサンドイッチなどの軽
食、PIERRE HERMÉ PARISのショップインショップではマカロンやショコラ、焼き菓子ギフト
も。

● ● ●

１階 ビストロ Le Beurre Noisette

ル・ブール・ノワゼットはパリ15区に本店を構え、フランスで権威あるフィガロスコープ誌が
選ぶパリ最高のネオビストロで堂々の２位に選ばれた実績のあるビストロです。オーナー
シェフ、ティエリー・ブランキはトゥールダルジャン、ホテルリッツ、ルドワイヤンで研鑽を積
み、伝統的なフランス料理を大切にしながら新しく、美しく、シンプルに調理し、ひとつひと
つ素材を活かした料理の数々を創り出します。「ガストロノミー（美食）をみんなが楽しめる
ものに」その想いをリアルに、タイムリーな料理として、また本場の雰囲気を気軽に楽しん
でいただけるように、東京店はレストランとワインバーエリアを設け、パリ本店よりも、もっと
日常的に、様々なシーンでもお楽しみいただけるようにいたしました。

１階 イタリア高級紳士服、雑貨 エルメネジルド ゼニア

エルメネジルド ゼニアでは、厳選した素材と伝統のクラフツマンシップにこだわり、洗練さ
れたビジネスウエアから、オフタイムのためのラグジュアリーなカジュアルウエア、レザー
グッズ、そしてフレグランスにいたるまで、あらゆるライフステージを彩るアイテムを幅広く
取り扱っております。
また「ス ミズーラ」は、エルメネジルド ゼニアならではのきめ細やかなメイド トゥ メジャー
サービスで、お客様お一人おひとりのお好みとライフスタイルに合わせた一着をお仕立て
いたします。

●

２階 DIMSUMレストラン(点心レストラン) YAUMAY

世界を股にかけ活躍するレストランターALAN YAU氏による最先端レストラン。世界中の都
市でスマッシュヒットを仕掛ける彼の日本初出店のコンセプトは「独創的DIMSUM」。シェフ
にはロンドンの伝説的レストラン「HAKKASAN」やミシュランスターの「ヤウアッチャ」を立ち
上げたスーン氏を起用します。
「美味しい食を求めて世界中から食通が集まる街TOKYOで世界トップクオリティのレストラ
ンを作る」ことを目的にMono-product（モノプロダクト）専門店を極める挑戦がはじまりま
す。インテリアデザインは、その繊細な感覚でパリを中心に活躍するJun Yonekawa氏が担
当。アランヤウ氏とのクリエイションで新たな世界観を提供します。

● ● ●

２階 アメリカン・ステーキハウス Morton's The Steakhouse

40年の歴史を誇る、シカゴのステーキハウスが日本初上陸。
アメリカ農務省に最上級品質と認定された「プライムグレード」の牛肉を、21～28日間熟成
させ、500℃以上のオーブンで焼き上げます。その焼き上がりは、表面はパリッと中はしっ
とり。噛むほどに、赤身肉ならではの旨みと深いコク、そして芳醇な肉汁が口いっぱいに広
がります。

● ●


