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アーク森ビル ３F
サブウェイ

（サンドイッチ＆サラダ）

アーク森ビル ２F
プレーツ
（イタリアン）

アーク森ビル ２F
バビーズ ニューヨーク

（カフェ＆レストラン）

アーク森ビル 2F
中国名菜 陳麻婆豆腐

（四川料理）

アーク森ビル 1F
築地すし好 JIN 仁

（江戸前寿司）

●TEL：03-3585-3853  
●平日 8:00～22:00  ●土･日･祝 10:00～20:30
毎日選べる7種類のサンドイッチのうちどれか＋ドリンク(S)または
オーブンポテト(S) ＝『サブセット』500円（税込）は魅力！

デザートドリンク各種（いちご＆ミルク、フローズンマンゴ
＆オレンジジュース、フローズンパイン＆オレンジジュー
ス）通常価格290円 ⇒ 各種250円
当プログラムの提示要、CMG期間中（2014/6/7～6/22）のみ

●TEL：03-5114-0291
●平日 11:00～23:00（L.O.22:00）
●土･日･祝　11:00～22:00（L.O.21:00）
イタリア･スペインから直輸入した切りたての生ハムなど、
食材にとことんこだわる本格イタリアン。心地よいテラス席もあります！

17:00～22:00お食事をされたお客さまに、
生ハム盛合せを1皿サービス。
当プログラムの提示要、CMG期間中（2014/6/7～6/22）のみ

●TEL：03-6441-0733
●平日 8:00～23:00（L.O. 22:00）
●土･日･祝 10:00～22:00（L.O. 21:00）
N.Y.生まれのカフェ&レストラン。パンケーキやミートローフなど、
アメリカの伝統的な家庭料理をゆったりと楽しめます。

当プログラムの提示で、お会計10％OFF！
CMG期間中（2014/6/7～6/22）のみ

●TEL：03-3505-2228 
● 11:00～23:00（L.O.22:00）

ホール正面の人気店。旨い、辛い、本格四川料理。ランチセットの人数に
応じたサービスは、並ぶ価値あり！

平日ディナータイムと週末（終日）は、ワンドリンク･サービス。
当プログラムの提示要、CMG期間中（2014/6/7～6/22）のみ

●TEL：03-3582-1555
●平日 11:00～14:00（L.O.14:00)、17:00～3:00（L.O.2:00）
●土曜 11:00～3:00（L.O.2:00）
●日･祝 11:00～22:00（L.O.21:00）
落ち着いた空間で、慧眼に選び抜かれた最高級の旬の食材を、
心ゆくまで頂けます。

生ビール（小）、グラスワイン赤・白、もしくは
ソフトドリンク一杯をサービス。
当プログラムの提示要。CMG期間中（2014/6/7～6/22）のみ

駅との往復だけではもったいない！
サントリーホールの界隈を、
ちょっぴりご紹介します。
ここには記しきれない程たくさんの

★菊池寛実記念 智美術館
藤本能道　色絵に生きる
4月12日（土）～ 6月29日（日）
11:00～18:00（月曜休館） 03-5733-5131

★泉屋博古館 分館
没後50年回顧展 板谷波山 
― 光を包む美しきやきもの
6月14日（土）～8月24日（日）
10:00～16:30（月曜休館） 03-5777-8600

★サントリー美術館
徒然草　―美術で楽しむ古典文学
6月11日（水）～7月21日（月･祝）
10:00～18:00（金・土は20:00まで開館、火曜休館）
03-3479-8600

サントリーホール　周辺MAP
Before & After Concert   cafe & Restaurant

カフェやレストランがありますので、
初夏の空気を感じながら、
素敵なお店をさがしてみてください。
美術館も魅力たっぷりです。

★大倉集古館
改修工事のため休館中
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