
【丸ビル】
アルアバイル
A day WACOAL The Store  丸の内店
ウィムガゼット 丸の内
メーカーズシャツ鎌倉
SHIRO
アメリカンファーマシー（調剤除く）
お直しコンシェルジュ ビック・ママ
PALETTE PLAZA 丸ビル店
AKOMEYA TOKYO
ビームス ハウス
アッシュ・ペー・フランス ビジュー
MUSE de Deuxieme Classe 丸の内店
ロクシタン
デ・プレ丸の内
ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店
マイカアンドディール
IL BISONTE
ガリャルダガランテ
ザ・コンランショップ 丸の内店
カオス丸の内
aquagirl
ルクールブラン
ノーリーズ
SHOE CLOSET 丸ビル店
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
BRIEFING
ポーター 丸の内店
1er Arrondissement 丸の内店
Octa Hotel
バークレー
Jouete 丸ビル店
JINS 丸の内店
DANIEL WELLINGTON
CONCIERGE 丸の内店
タピエスタイル art&accessory
BLACK BY MOUSSY
CLASSICS the Small Luxury 丸の内店
マークスアンドウェブ
高田メガネ
ROUTE CAFE AND THINGS
シエナ
P2 DOG & CAT 丸の内店
ACE BAGS&LUGGAGE 丸の内店
LOISIRｄ’or
丸の内ロフト
ミハエル ネグリン
マザーハウス
REN 丸の内店
TAYA
グランラフィネ丸ビル店
フットバランス丸の内店
Dr.Liu Method ハリアップ 丸ビル院
ネイルクイック
ビューティージーンプロフェッショナル
KASHIYAMAウィメンズ丸ビル店

【新丸ビル】
unico 丸の内
イッタラ 丸の内
Bshop kitchen & garden
私の部屋 丸の内店
レ・トワール・デュ・ソレイユ
カンペール 新丸の内ビル店
アフタヌーンティー・リビング
ドラスティック ザ バゲージ
URBAN RESEARCH TOKYO
sot tokyo
ZOY Premier
土屋鞄製造所 丸の内店
J.LINDEBERG 新丸の内店
フレッドペリー
アングレー 丸の内店
GIRAFFE 36 新丸ビル
MUSEUM OF YOUR HISTORY
Idea Seventh Sense 新丸ビル
Charcoal TOKYO
銀座 夏野
かまわぬ
遊 中川
デリエ・イデー
テネリータ
SPINDLE
DENHAM 新丸の内ビル店
ラグビープラス カンタベリー
WORK WEAR SUIT
DESCENTE BLANC 丸の内
クインクラシコ

SPECIAL 3DAYS ペイバックキャンペーン
対象店舗一覧

【新丸ビル】
オーダースーツ SADA plus
les mille feuilles de liberté
Marimekko 丸の内
AbHeri新丸の内ビル店
Santa Maria Novella
DELFONICS 丸の内
ユナイテッドアローズ 丸の内店
dan genten 丸の内
ARTS & SCIENCE
THE HAIR BAR TOKYO
記憶 H.P.FRANCE
Atelier d’antan 
GALERIE VIE
アンシェヌマン ユニ / ポワン ド ミニョン
フェリージ 丸の内店
C A S U C A 丸の内店
UNITED TOKYO
クークロワッサン
e.m.
evam eva 丸の内店
BRITISH MADE 丸の内店
decora TOKYO
HIROB / Le Talon
セオリー
MACKINTOSH PHILOSOPHY
ビームス新丸の内
Blondoll
パラス パレス
エリオポール丸の内
マーガレット・ハウエル 丸の内店
maison de soil 丸の内
ete bijoux
イセタン ミラー メイク＆コスメティクス
Dr. Vranjes Marunouchi
BAUM 新丸ビル店
資生堂ビューティーサロン 新丸ビル店
イソップ 新丸ビル店
モルトンブラウン新丸ビル店
MCS Marunouchi Cosmetics Selection
ネイルハウス 安气子 新丸ビル店
ル・キヤ アイスペシャリテ丸の内店
Koh Gen Do
アユーラ
essence of ANAYI LUMIEA
ニールズヤード レメディーズ
H.P.DECO 丸の内
Spick and Span 新丸の内店
SUPERIOR CLOSET MARUNOUCHI
オデット エ オディール 丸の内店
TONAL
pas de calais
COCOSHNIK 
バンヤードストーム
バナナ・リパブリック

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、
営業日および営業時間に変更がある場合がございます。
詳細は各店舗までお問合せください。



【丸の内ブリックスクエア】
ブルックス ブラザーズ 丸の内店
ランド オブ トゥモロー 丸の内店
オールド イングランド 丸の内店
Hirotaka 丸の内店
ラ フォンタナ マジョーレ
ジョー マローン 丸の内
マリネッラ ナポリ 丸の内
STUDIO MARLMARL 丸の内店/MARLMARL 丸の内店
PASS THE BATON
HANAHIRO CQ

【丸の内ブリックスクエア三菱一号美術館】
Store 1894

【iiyo!!（イーヨ!!）】
THE NORTH FACE FLIGHT TOKYO
Bianchi Marunouchi
グローバル治療院丸の内 イーヨ‼店

【東京ビル TOKIA】
CLAUDE monet H2O AVEDA salon & spa

【丸の内オアゾ】
ハンズビー 丸の内オアゾ店
ネイルバースマートスタイル 丸の内オアゾ店
Tabio HOMME 丸の内オアゾ店
パブス 丸の内オアゾ店
ラフィネ 丸の内オアゾ店
丸善・丸の内本店 （和書除く）

【丸の内テラス】
千葉スペシャル 丸の内店
ヒロ銀座バーバーショップ丸の内店
コスメティクスアンドメディカル 丸の内テラスドラッグ

【二重橋スクエア】
ジェイエムウエストン 丸の内
Goldwin Marunouchi 
ラコタハウス 丸の内店
エルメネジルド ゼニア
45R(フォーティファイブ・アール)丸の内店
diptyque 丸の内
ハウス オブ ロータス 丸の内店
ビューレックス SKY / コンディショニングサロン Re:kyu

【丸の内二丁目ビル】
ケイト・スペード ニューヨーク 丸の内店
エポカ ザ ショップ 丸の内
VISIONARIUM THREE 
SLOWEAR VENEZIA 
トゥモローランド 丸の内店
ラルディーニ 東京店

【三菱ビル】
ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI
ル ドーム エディフィス エ イエナ 丸の内

【郵船ビル】
イッセイ ミヤケ 丸の内

【有楽町電気ビル】
ビームス ＆ ウィンズ 有楽町

【有楽町ビル】
エストネーション有楽町店
Berwick MARUNOUCHI
心斎橋リフォーム

【新有楽町ビル】
パーリーゲイツ
シップス 有楽町店
ラシット 丸の内店
サルトリア プロメッサ 丸の内店
Hibiya-Kadan Style 新有楽町ビル店
ビームス プラス 有楽町
エース 有楽町店
ロイヤル コペンハーゲン 本店
セイコー オプティカル ブティック 丸の内
KEF MUSIC GALLERY
オリエンタルダイヤモンド 丸の内店
i Cure(アイキュア）鍼灸接骨 有楽町院
ドコモショップ 丸の内店

【国際ビル】
バカラショップ 丸の内
L／UNIFORM TOKYO
ZERO HALLIBURTON 丸の内店
Orobianco Marunouchi
パタゴニア 東京・丸の内
ジェームス パース 丸の内店
丸の内 グローバルスタイル 本店
ラフィネ 丸の内国際ビル店

【新国際ビル】
CDG シーディージー
リモワストア 東京 丸の内
Maker’s Watch Knot 丸の内ギャラリーショップ

【新東京ビル】
ポール・スミス丸の内店
ザ ソブリンハウス
パパス・マドモアゼルノンノン
イセタンサローネ メンズ
ラフィネ 新東京ビル店
And wonder 

【丸の内仲通りビル】
トゥミ 丸の内店
金子眼鏡店 丸の内仲通り店
アダム エ ロペ ワイルド ライフ テーラー 丸の内店
CABaN TOMORROWLAND 丸の内店
ENFOLD
マルティニーク丸ノ内
PARIGOT 丸の内

SPECIAL 3DAYS ペイバックキャンペーン
対象店舗一覧

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、
営業日および営業時間に変更がある場合がございます。
詳細は各店舗までお問合せください。


