
パ ビ リ オ ン・ト ウ キ ョ ウ 2021  お す す め 店 舗

パビリオン・トウキョウ 2021公式ガイドブックには、各パビリオンと一緒に訪れると楽しいおすす
め店舗が記載されています。会期中、おすすめ店舗の一部では、パビリオン・トウキョウ 2021公式
ガイドブック（各パビリオンほかで配布）をご提示の方に、お店独自の特典をご用意しております。

●おすすめ店舗・特典一覧　 ※営業時間・定休日などの最新情報は各店舗の公式サイトをご確認ください。

店舗名

MAGIS 東京ショールーム
[家具・インテリア ]

秀光ONE 青山ショールーム
[オフィスファニチャー ]

EIGHT COFFEE

[コーヒースタンド ]

青山 但馬屋
[ピーナッツペースト・豆菓子 ]

hhstyle 青山ショールーム
[輸入家具販売 ]

ＴＯＴＯギャラリー・間
Bookshop TOTO

[ギャラリー /書店 ]

ワタリウム美術館
[現代アートの美術館 ]

カフェ香咲
[カフェ、食事、ケーキ ]

茶房ふみくら

Cerote Antiques 千駄ヶ谷店
[アンティーク家具販売 ]

モンマスティー千駄ヶ谷店
[紅茶のテイクアウト ]

GAギャラリー
[建築専門ギャラリー ]

dotcom space Tokyo

[飲食 (カフェ )+ イベントスペース ]

太田記念美術館
[美術館 ]

BLOCK HOUSE

[カルチャースポット ]

シボネ
[ライフスタイルショップ ]

ヘイトウキョウ
[インテリアプロダクト ]

Artek Tokyo Store

[インテリア、家具、デザイン ]

サムエル・ワルツ
[アンティークショップ ]

青山ブックセンター本店
[書店 ]

シアター・イメージフォーラム
[映画館 ]

cafe&dining gudene

[カフェアンドダイニングバー ]

call(コール )

櫻井焙茶研究所

岡本太郎記念館

御菓子司 青山 紅谷

パナソニック汐留美術館
[美術館 ]

バイロンベイコーヒー 大門店
[カフェ /コーヒーショップ ]

MD Co�ee Direct

[コーヒースタンド ]

青海珈琲 九段店
[飲食 /珈琲豆販売 ]

ミネラルウォータープレゼント

エコバッグプレゼント

ー

ご購入者に小袋の豆菓子を進呈

hhstyle clipをプレゼント
（書類を挟むクリップです）

ー

ー
「パビリオン・トウキョウ 2021展
at ワタリウム美術館」 開催中

ー

ー

ー

Mサイズを Lサイズに

先着 300名様に，GAオリジナル
の建築ポストカードをプレゼント

ー

入館料を 100円割引
 ※1冊につき 1名

アーティストステッカー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ランチのセットドリンク無料

ー

ー

入館料 100円引き
 ※1冊につき 1名

ー

ー

ご購入のお客様に、オーストラリア
馴染みのお菓子「ラミントン (チョ
コ )」をおひとつプレゼント。
（200円相当）

ノーマルサイズ→グランデサイズ
無料

カツサンド購入（500円税込み）
の方 100円ドリンクサービス

店舗情報

〒107-0061東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 1F

TEL: 03-3405-6050

https://magisjapan.com/

〒107-0062 東京都港区南青山 2-11-16 METLIFE

青山ビル 6F     TEL: 03-6434-7450

https://www.shukohone.com/

東京都港区南青山 2-6-14 1階
TEL: 0368043166

〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-11

TEL: 03-3401-2843

https://www.aoyama-tajimaya.co.jp/

〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-15 NTT青山
ビル 1F

TEL: 03-5772-1112

https://www.hhstyle.com/

〒107-0062　東京都港区南青山 1-24-3　TOTO

乃木坂ビル 2F・3F

（ギャラリー）TEL: 03-3402-1010 

https://jp.toto.com/gallerma

（書店） 03-3402-1525

https://jp.toto.com/bookshoptoto

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-7-6

TEL: 03-3402-3001

http://www.watarium.co.jp/

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 3-41-1

TEL: 03-3478-4281

https://cafecasa.net/

店舗にお問い合わせください。（休業中の可能性有）

東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-10-2　グランコート千
駄ヶ谷　1F-B3F     TEL: 03-5786-3115

https://sharkattack.jp/

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷 1－21－１
TEL: 0334782357

www.monmouth.jp

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-12-14

TEL: 03-3403-1581

https://www.ga-ada.co.jp

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-19-19 エリン
デール神宮前 B1F    TEL: 03-6721-1963

https://www.dotcomspacetokyo.com

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-10-10

TEL: 050-5541-8600(ハローダイヤル )

http://www.ukiyoe-ota-muse.jp

渋谷区神宮前 6-12-9

http://blockhouse.jp

150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-10-1 GYRE B1F

TEL: 03-6712-5301

https://www.cibone.com/

150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-10-1 GYRE B1F

TEL: 03-6427-9173

https://www.hay-japan.com/

渋谷区神宮前 5-9-20 1F・B1F

TEL: 03-6427-6615

https://webstorejapan.artek.fi/

150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-36-4 青山プラ
ザ 1A     TEL: 03-6427-6485

www.samlwaltz.com

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 5-53-67コス
モス青山ガーデンフロア (B2F)

http://www.aoyamabc.jp/

東京都渋谷区渋谷 2-10-2

TEL: 03-5766-0114

www.imageforum.co.jp/theatre/

東京都渋谷区渋谷 2-7-13 ネオメット青山 2階
TEL: 03-3407-5450

https://gudene.therestaurant.jp/

東京都港区南青山 5-6-23 スパイラルビル 5階
TEL: 03-6825-3733

http://www.mp-call.jp/

東京都港区南青山 5-6-23スパイラル 5階
TEL: 03-6451-1539

www.sakurai-tea.jp

107-0062　東京都港区南青山 6-1-19

TEL: 03-3406-0801

https://taro-okamoto.or.jp/

〒107-0062 東京都港区南青山３丁目 12-12 紅谷
ビル 9階　 TEL: 03-3401-3246

https://beniya-aoyama.jp/

東京都港区東新橋 1-5-1 パナソニック東京汐留ビ
ル 4Ｆ   TEL: 050-5541-8600 (ハローダイヤル）
https://panasonic.co.jp/ls/museum/

東京都港区浜松町 1-23-9セゾンビル浜松町 1F

TEL: 03-6435-8515

http://www.byronbayco�eejapan.com/

〒101-0051 千代田区神田神保町 3-3-5 中道ビル
1F

http://misceladoro.co.jp/free/mdco�ee

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-12-1 海野ビ
ル 1F    TEL: 03-6272-5119

https://www.aomi-co�ee.com/
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開催中展覧会：アンサンブル・スタジオ展
2021年 6月 24日（木）～ 9月 12日（日）
11:00～ 18:00／事前予約制（公式サイト
より申込）
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公式ガイドブックご提示の方への特典


