飲 食・物 販・各 種 サ ー ビ ス の ご 案 内 − 2
レストラン・カフェ [Restaurants/cafe]

Guidance of eating and drinking, sale, various services-

医療 [Medical care]

医療 [Medical care]

サービス・その他 [Service/Others]

Precious Tokyo Bay

テレコムセンタービルクリニック

テレコムセンターデンタルクリニック

ファミリーマート テレコムセンター店
西棟 1F

東棟 21F

西棟 3F

西棟 3F

East Wing 21F

West Wing 3F

West Wing 3F

West Wing 1F

[ レストラン & バー ]

[ 診療所 ] clinic

[ 歯科 ]

[ コンビニエンスストア ]

clinic

Restaurant & bar

convenience store

営業時間

17:30〜22:00

Business hours

(LO 食事 21:00 ドリンク 21:30)
（LO Dinner21:00

日・月 ( 祝日の場合は翌営業日 )

Regular holiday

Sun,Mon

TEL

03-5500-1181

URL

http://www.i-house5.com/
precious/

26席

The number of seats

26 seats

Business hours

Drink21:30）

定休日

席数

営業時間

[ 月火水金 ]
Mon,Tue,
Wed,Fri

10 :00 〜13:00

[ 木 ] Thu

10:00 〜13:00

14:00 〜18:00
16:00〜18:00
(電話必要)

休診日

土日祝

Regular holiday

Saturday, Sun,Holiday

TEL

03-5500-3090

URL

http://www.saishinkai.com/
telecom/

サービス・その他 [Service/others]

営業時間
Business hours

10:00〜13:00

営業時間
Business hours

7：00〜23 : 00

14:00 〜18:30
定休日

土日祝

Regular holiday

Sat,Sun,Holiday

TEL

03-5500-0418

URL

http://www.telecom-d.com/

定休日

日祝

Regular holiday

Sun,Holiday

TEL

03-3599-5359

サービス・その他 [Service/Others]

サービス・その他 [Service/Others]

サービス・その他 [Service/Others]

テレコムセンター展望台

テレコムセンター薬局

みずほ銀行 テレコムセンター出張所

テレコムセンター内郵便局

西棟 1F

東棟 1F

東棟 1F

東棟 21F

West Wing 1F

East Wing 1F

East Wing 1F

East Wing 21F

[ 薬局 ] drug shop

[ATM ]

[ 郵便局 ] Post ofﬁce

[ 展望室 ] belvedere

営業時間
Business hours

10:00 〜 18:30

定休日

土日祝

Regular holiday

Sat,Sun,Holiday

TEL

03-5500-7227

営業時間
Business hours

[ 月−金 ]
Mon-Fri

8 :45 〜19:00

[土]
Sat

9:00 〜17:00

営業時間
Business hours

定休日

日祝

Regular holiday

Sun,Holiday

[ 窓口 ]
Contact

9:00 〜17:00

[ATM 月 - 金 ]
Mon-Fri

9:00 〜17:30

[土]
Sat

9:00 〜12:30

(貯金、保険は16:00まで)

営業時間
Business hours

[ 火−金 ]
Tue-Fri

15:00 〜21:00

[ 土日祝 ] 11:00 〜21:00
Sat,Sun,Holiday

定休日

月 ( 祝日の場合は翌営業日 )

Regular holiday Mon

定休日
Regular holiday

土日祝

[ 窓口 ]
Contact

Sat,Sun,Holiday

[ATM]

日祝
Sun,Holiday

TEL

03-5500-2331

TEL

入場料

03-5500-0021

大人 500 円 子供 300 円
an entrance fee 団体 (15 名以上 ) 各 100 円引

