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Before & After Concert Café & Restaurant

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
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。

★泉屋博古館分館
テーマにみる近代日本画
6月15日（土）～8月18日（日）
10:00～16:30（月曜休館）
03-5777-8600

★大倉集古館
伝わる技 伝える技
―第4回 新作日本刀　
　研磨 外装 刀職技術展覧会―
6月8日（土）～7月28日（日）
10:00～16:30（月曜休館）
03-3583-0781

★菊池寛実記念 智美術館
第5回菊池ビエンナーレ
―現代陶芸の〈今〉―
6月8日（土）～ 9月1日（日）
11:00～18:00（月曜休館）
03-5733-5131

A. アメリカ大使館周辺
ホールスタッフも平日ランチに
足をのばします。

B. 赤坂福榎商店会
赤坂駅周辺につながっているこの道沿い
にも様々な国の料理店が。
隠れた名店があります。

～ サントリーホール周辺MAP ～
素敵なお店を
さがしてみて！

サントリーホール
スタッフより 

「ココに注目！」
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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

カスタマイズ出来るのが特徴のサブウェイ。
ターキーやハムにアボカドトッピングもいいですよー

☆ワンコインでお得なセット！当プログラムの提示で、お好きなサンドイッチ
（レギュラーサイズ）1つ+ドリンク（Ｓ）＝500円（一部のドリンクを除く）
チェンバーミュージック･ガーデン期間中（2013/6/1～6/16）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）

ふっくら＆モチモチ！本格石窯ピッツァは、
クセになる美味しさです。テラス席も快適！

☆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、チェンバーミュージック･ガーデン期間中（2013/6/1～
6/16）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）

伝統のアメリカ家庭料理。本場ニューヨークの
こだわりの味は、どこか懐かしいおいしさです。

☆当プログラムの提示で、お会計10％OFF！
チェンバーミュージック･ガーデン期間中（2013/6/1～6/16）のみ

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

昨秋ホール正面にオープン。旨い、辛い、本格四川料理。
ランチセットの数に応じたサービスは絶対お得！

☆平日ディナータイムと週末（終日）は、当プログラムの提示で、ワンドリンク･
サビース。チェンバーミュージック･ガーデン期間中（2013/6/1～6/16）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、美味しい寿司料理と
季節のおすすめが、心ゆくまで楽しめるお店です。

☆当プログラムの提示で、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。
チェンバーミュージック･ガーデン期間中（2013/6/1～6/16）のみ
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