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キャリーバッグ・ペットカートに入らない
大型犬等を同伴で駐車場から
ミッドタウン・ガーデンおよび
GREEN DOGを利用の方は、
こちらの階段・通路をご利用ください。
These stairs and paths are for those 
going from the parking lot to use 
the Midtown Garden and GREEN DOG 
facilities who are accompanied 
by large dogs not in carrying bags or pet carts.

1F～3Fの各店舗および各施設内への同伴は、
各々のルールに基づきます。　
When entering each establishment or facility of the first 
to third floors (1F to 3F) with pets, please follow the respective rules. 

ベビールーム、授乳室へのペットの同伴はご遠慮ください。
Please do not take pets into the baby room or nursing room.

タワーB1タクシー乗り場をご利用
の方は、プラザ1Fよりこちらの階段
をご利用ください。
Please use these stairs on Plaza 
1F for getting to the taxi stand on 
Tower B1.

タワーB1タクシー乗り場をご利用
の方は、プラザ1Fよりこちらの階段
をご利用ください。
Please use these stairs on Plaza 
1F for getting to the taxi stand on 
Tower B1.

3F

1F 2F
GREEN DOG

港区立檜町公園では、必ずリードをつけて、
公園のルールに従ってください。
Please always put a leash on your pets and follow
all the park rules of Hinokicho Park.芝生への立ち入りは

ご遠慮ください。
Please do not enter 
the lawns.

B1F

食品取扱エリア（ガレリアB1、プラザB1、
ガーデンテラスB1～4F）へのペットの同伴はご遠慮ください。
Please do not bring your pets into the dining areas 
which are the Galleria and Plaza
(Galleria B1,Plaza B1,and Garden Terraces in the Galleria B1~4F).

地下駐車場から館内へ、ペット同伴でお越しのお客様は、
P1、P2、P3エレベーターをご利用ください。
ただし、B1では降りられません。
Please use Elevator P1, P2, or P3 for entering 
the building from the underground 
parking area with pets. However, 
you cannot get off the elevator 
on the first basement (B1).

リードにつなぐか、抱きかかえて同伴可能なエリア
Areas where pets are allowed if they are on a leash 
or carried by the pet owner

キャリーバッグ・ペットカート（ペットの顔が出ないタ
イプに限ります）に入れた状態で同伴可能なエリア
Areas where pets are allowed if they are placed in a 
carrying bag or pet cart only types from which pets’ 
faces do not protrude

同伴不可エリア
Areas where pets are not allowed 
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