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秋の赤坂、
フルオープンです。

第８回

赤坂食べないと
飲まナイト

直前大特集号！
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第8回赤坂食べないと飲まナイト

11月

2

1火7 18
水

赤坂の50店が、
総力おもてなし。
チケット制で、50店を食べ飲み歩く、２日間だけのナイトイベント。
2015年秋の赤坂食べ飲まは、ついに50店舗。かつてない規模で開催です。
赤坂の名店が食べ飲まリザーブシートをご用意してお待ちしています。
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秋の
赤坂食べ飲ま
チャームポイント
赤坂食べ飲まは、少しずつ成長しています。
今回は、いつもの赤坂2丁目を中心に、
西と南に食べ飲まエリアが広がって、お店が増えました。
ちょっと足を伸ばしますが、
秋の夜のそぞろ歩きにほどよい距離です。
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エリアが広がった。
魅力の店がまた増えた。

❶

5

秋の
赤坂食べ飲ま
チャームポイント

店舗の
おもてなし。

❷

50

お 越 し に な る お 客 様 に 楽 し ん で い た だ こ う と、
全店が張り切っています。 店というのは全部

個ほどあったらどれほど

ば か り。ど の 店 も 魅 力 的 で す。孫 悟 空 の よ う に

行くのは大変ですが、それでも行きたくなる店

50
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分身できて、胃袋が
いいか。
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秋の
赤坂食べ飲ま
チャームポイント

世界が集まる
赤坂だから。
世界の味が楽しめる。

❸
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2019年ラグビーワールドカップ、
2020年東京オリンピックと、
ちょっと先には世界から
お客様がやってきます。
すべてのお客様に東京らしいおもてなしを。
赤坂には、すでにその用意があります。
いちはやく、皆さんに体験していただきたい。
それが、赤坂食べ飲ま参加店の心意気です。
日本の味はもちろん、
世界の味が集まっているのも、
赤坂ならではです。

9

秋の
赤坂食べ飲ま
チャームポイント

大人の放課後は、
子供に帰る。

かくれんぼの楽しみは、
鬼に見つからない自分だけの場所を探すこと。
赤坂食べ飲まもちょっと似ているところがあります。
自分だけの隠れ家のような店を探し出してください。
普段足を向けない路地に入ってみようという好奇心を、
発揮してみましょう。
そこにきっとあなたの宝箱があります。
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❹

秋の
赤坂食べ飲ま
チャームポイント

26 とんかつ 赤坂水野 ●アジア料理（和食含む）

02 ニジイロ Dining,Café＆Bar ●アジア料理（和食含む）

27 Musha Tora 赤坂 ●アジア料理（和食含む）
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食べ飲まの楽しみ方は
３ステップ。

❺

スペイン食堂＆BAR

タベルナ ユキ

●ヨーロッパ料理

04 赤坂 ぶんぱち ●アジア料理（和食含む）
05

30 どんのば ●アジア料理（和食含む）
32 赤坂 まるしげ ●アジア料理（和食含む）

08 アレーナロッサ ●ヨーロッパ料理

33 えん ●アジア料理（和食含む）

09 東京麻婆食堂 ●アジア料理（和食含む）

34 赤坂 うのあん ●アジア料理（和食含む）

10 アンベ・クァトロ ●中南米料理

35 ジャローナ ●カフェ

11 Shizuku ●カフェ

36 いなげ家 ●アジア料理（和食含む）

12 赤坂 よ志多 ●アジア料理（和食含む）

37 ボア・セレスト ●ヨーロッパ料理

５枚つづり）です。参加店舗、インターネッ

13 北京 ●アジア料理（和食含む）

38 ままや ●アジア料理（和食含む）

ト、ランチタイム＆ディナータイムのホッピー

14 サムチュンネ ●アジア料理（和食含む）

39 赤坂 CLUB TENJIKU ●LIVEハウス

15 九州じゃんがららあめん赤坂店 ●アジア料理（和食含む）

40 バードランド ●LIVEハウス

16 CLEBAR ●BAR

41 パンコントマテ 赤坂店 ●ヨーロッパ料理

17 ルシェロ ～ワインと生ハムの店～ ●ヨーロッパ料理

42 本格インド料理ＭＯＴＩ ●アジア料理（和食含む）

18 中国料理 たけくま ●アジア料理（和食含む）

43 THE DAY Café ●BAR

19 CITTINO 赤坂 ●ヨーロッパ料理

44 火鍋屋 ●アジア料理（和食含む）

20 喆祥房 ●アジア料理（和食含む）

45 ぶっちぎり酒場 赤坂サカス前店 ●アジア料理（和食含む）

21 エコロロニョン アフリカ料理

46 Italian Bar Credo ●ヨーロッパ料理

余ったら

22 リトルアジア 赤坂 ●アジア料理（和食含む）

47 赤坂柿山総本店

チケットを使い切れなくても、あとナイトで

23 家庭料理 さん六 ●アジア料理（和食含む）

48 BJ 2nd ●BAR

使えます。11月19日
（木）〜12月4日
（金）まで、

24 力士料理 富風 ●アジア料理（和食含む）

49 赤坂 伊ち太 ●アジア料理（和食含む）

25 赤坂 蘭苑飯店 ●アジア料理（和食含む）

50 赤坂青野 赤坂見附店

お得な前売り券は3,500円（１部700円×

ビバレッジ赤坂本社前にて販売しています。

１人１店１枚。
食べ飲ま当日は、お店に
「食べ飲まで」とチ
ケットをお渡しください。足りなくなったら当
ホッピービバレッジ赤坂本社前チケット引
換所にてお求めいただけます。

step

●アジア料理
（和食含む）

07 Canti Canti ●ヨーロッパ料理

1
2
3

step

ショナルガ

29 南部どり 赤坂店 ●アジア料理（和食含む）
31 明洞 ●アジア料理（和食含む）

チケットを手にいれる。

step

バングラディッシュ＆インド料理

28 イルサーレ ●ヨーロッパ料理

06 食・酒・音 箱庭 ●アジア料理（和食含む）

日券4,000円もあります。参加店舗もしくは

参加店舗でお使いいただけます。詳しくは食
べ飲まパンフレットをご覧ください。
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01 BAKETSU ●ヨーロッパ料理
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BAKETSU 生樽のベルギービールで乾杯。
東京都港区赤坂2-18-19 赤坂シャーレ2 104F 電話：03-5545-5112
営業時間：18:00〜26:00
（月〜金）18:00〜24:00
（土）
（日祝定休）

赤坂食べ飲ま 新店 舗のご紹介
またしても、赤坂食べ飲まがパワーアップ。
新たな参加店をご紹介します。
はっきり言って、粒揃いです。
いつもの店にも行きたいけれど、こちらも魅力的。
とてもチケット５枚じゃ足りません。
◆食べ飲ま時間
18:00〜26:00
（L.O.25:30）
◆食べ飲まメニュー
【フード】タラモサラダ・自家製ピ
クルス・サーモンマリネから１品
【ドリンク】ヒューガルデンホワイ
ト生・ベルビュークリーク生から１
杯
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ビアバーBAKETSUの普段のメニュー
に、ムール貝のワイン蒸しがある。店
名のバケツは、そこからのネーミング。
ムール貝を食べ終えたら、残ったスー
プでパスタを作ってもらえる。もう、た
まりません。ベルギービールは生樽が
3種類。よく磨かれたスタンドコック
から注がれる。瓶入りも20種ほどが
常に冷えていて、ビールに合わせて醸
造元が作ったグラスでいただける。試
験管立てのような木の用具に入った
感嘆符
（！）
のような容器が目に止まっ
た。これもkwakというベルギービー
ルのグラスだ。注いでもらったら、深

い飴色、見るからに豊潤だ。明るい店
内は、ベルギー国旗をイメージした赤
と黒がいいアクセント。ベルギーのア
ニメ作家エルジェのタンタンの冒険
のキャラクターがそこかしこにある。
店主藤田さんのコレクションだ。こん
なに綺麗な店内なら女性にも受けそ
う。普段は、午後８時半までハッピー
アワーで、ヒューガルデンの生が650
円で飲める。オープンして間もないが、
土地柄か早くも外国人のご常連がつ
いたとか。店は、港区立赤坂子ども中
高生プラザに向かう坂を上った先だ
が、ちょっと足を伸ばしても損はない。
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Canti Canti ビストロに大漁旗。その秘密とは。
東京都港区赤坂6-4-6 MYビル赤坂 電話：03-6441-3260 営業時間：11:00〜24:00
（月〜金）
（土日祝予約のみ）
お取り扱い商品：ホッピー、黒ホッピー、55ホッピー、レモンサワー

◆食べ飲ま時間
17:00〜24:00
（L.O.23:00）
◆食べ飲まメニュー
【フード 】 シェフの お す すめメ
ニューから１品
【ドリンク】生ビール・グラスワイ
ン
（赤/白）
・ソフトドリンクなどメ
ニューの中から１杯
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オーナーの
「おかあさん」は、75歳で
この店を始めた。それまでは主婦専
業。ご高齢での起業家として衆目を集
めている。一方、赤坂で30数年続け
た店をたたみ、余生は釣りで過ごそう
としていたシェフが、この店を始める
にあたり、シェフご本人曰く
「引きずり
込まれた」。美味しく、楽しく、気分の
いい店が誕生した。気のあう仲間が
ワイワイ集まってワインと料理を楽し
む。そんなほのぼのとした雰囲気が店
を包んでいる。基本はイタリアンだが、
おかあさんの家庭の味もうれしい。お
かあさんは、２年前にオープンしてか

ら1日も欠かさずお店に出て、フルタイ
ムで働いている。
「それが、家にいた時
よりも体の調子がいいの」とツヤツ
ヤのお顔をほころばせる。お客様が喜
ぶことがいちばんとうれしいというお
かあさんだが、評判を呼び昨年は港
区商店グランプリ〜港区おもてなし
自慢〜の審査員特別賞を受賞した。
市村正親似で釣り好きのシェフに釣
果があった日や知り合いからいい魚
が入った日は、大漁旗がテラスにひる
がえり、魚メニューが加わる。それもま
た楽しい。
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アレーナロッサ

路地の奥にある、北イタリア。

東京都港区赤坂6-3-3 電話：03-3584-2588 営業時間：11:30〜13:30
（火〜金）18:00〜21:30
（火〜土）18:00
〜21:00
（日祝）
（月曜定休） お取り扱い商品：赤坂ビール ピルゼン、赤坂ビール ミュンヘン

◆食べ飲ま時間
18:00〜21:30
（L.O.21:30）
◆食べ飲まメニュー
【フード】ピザ
（1/6カット）
・トリッ
パ・パンチェッタ・グレープフルー
ツゼリーなどから１品
【ドリンク】グラスワイン
（赤/白）
から１杯

トリノで修行したシェフ村松さんの店
である。この地で10年、知る人ぞ知る
赤坂の隠れ家がついに食べ飲まに登
場した。北イタリア料理を手軽な価格
で楽しめる。イタリアワインを二人で
一本開けても、驚くほどリーズナブル。
かといって、カジュアルに流れない。
赤坂にはイタリアンの店も多いが、こ
ちらはきちんとしたイタリアンである。
この日は、鯛のカルパッチョとそば粉
のニョッキを作ってもらった。ニョッ
キは腰は強いが滑らかさがある。まさ
に、イタリア仕込みの味だ。アレーナ
ロッサは、もともと一軒家だった物件
を店にした。改装を任せた建築家は

飲食店舗の専門ではなく、したがっ
て、逆にゆったりとした空間が生まれ
た。一階にもスペースはあるが、料理
を楽しむテーブルは二階だ。なんとも
贅沢な空間利用といえる。赤坂の地
にあって、これほど静かで、窓の外に
は緑の借景も眺められ、どこか郊外
のレストランに来たような印象。喧騒
を離れ、ゆったりと落ち着いた雰囲気
で、シェフの腕を存分に楽しめる。壁
に飾られた写真は村松さんの作品。
それ以外にも、そこここに彼の趣味
を覗けるものがさりげなく置かれてい
る。全館禁煙の清々しさも、格別だ。
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九州じゃんがららあめん
（赤坂店） 心を満たす味。
東京都港区赤坂2-15-15 電話：03-3505-7882
営業時間：11:00〜26:00
（月〜金）11:00〜15:00
（土祝）
（日曜定休）

◆食べ飲ま時間
14:00〜26:00
（L.O.26:00）
◆食べ飲まメニュー
【フード】ほくほく味玉子とオリジ
ナル明太子入りの九州じゃんがら
半らあめん・ベーシックな九州じゃ
んがららあめんから１品
【ドリンク】脂肪の吸収を抑える！
煮出し黒ウーロン茶
（グラス）
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九州豚骨ラーメンの雄がついに赤坂
食べ飲まに登場。飲んだ後のラーメ
ンはたまらなく美味しいが、飲む前の
ラーメンも小腹を満たし酔いを抑制
する。食べ飲までどういう作戦でいく
かはあなた次第だ。
山王下にあったが
６年前にこの場所に移転してきた。食
べ飲まで街が盛り上がっているのを
真近にして、参加の手を挙げていただ
いた。こちらもお待ちしておりました。
九州じゃんがららあめんの母体は、学
習塾というのは意外に知られていな
い。半ボランティアのような状態の学
習塾を運営し、塾代が払えない子供

達にも学習の機会をと奮闘する塾長
が、
運営の経営的基盤を持とうと始め
たのがこの店だった。今では都内に６
カ所７店舗を数え、じゃんがららあめ
んファンも多い。材料にこだわった繊
細な味わいは、じゃんがららあめんの
人気を支える大きな特徴。おいしさと
ともに元気さもチャージしていただけ
るような接客に心がけていると担当
の中川さんはいう。心も満たされる一
杯だ。
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CITTINO 赤坂

トスカーナが、ここにある。

東京都港区赤坂2-15-18 西山興業赤坂ビル1階 1E 電話：03-6441-2580 営業時間：11:30〜14:00/17:30〜
24:00
（平日）11:30〜14:00/17:30〜28:00
（金）
（第1土日月定休） お取り扱い商品：レモンハイ

◆食べ飲ま時間
16:30〜27:00
（L.O.26:30）
◆食べ飲まメニュー
【フード 】 牡 蠣とレンズ 豆の ゼ
リー寄せと豚 肉のトスカーナ風
ロースト・もちもち自家製ナポリ
Pizzaから１品
【ドリンク】グラスワイン
（赤/白）
・
ホッピーカクテルから１杯

お客様の４割がイタリア語を話せる
（シェフ談）というくらい、イタリア通
が 通う店。トスカーナで200年前か
ら食べられている料理を出す。人々が
飽きずに食べているのは、つまり、お
ささげ
いしいからですとシェフの捧さんはい
う。シンプルだが、底知れぬうまさが
ある。奥は深い。ピザ窯のない厨房
で薪窯の味を出すピザ。耐火レンガを
敷いたオーブンで焼き、仕上げに桜の
チップを燻す。創意工夫の味でもあ
る。
ホールに立つイタリア人グラッツィ
アーノさんとは、イタリア修行時代に
同じ店で働き、いつかは一緒に店をや
ろうと誓った仲。独立し初めて店を持
つ捧さんはようやくその夢を叶えた。
グラッツィアーノさんは日本語の猛勉
強中。冒頭で述べたように、お客様が
イタリア語を話すこともあって、注文
を間違えることもない。もっとも、す
でに彼は日本語を理解しているとい
う話もある。
「お店に出向き食事をす
るというのは非日常です。でも、その
非日常をできるだけ日常にしたい。そ

のためにも、気軽に来れる店にした
い。馴れ馴れしくという意味ではなく、
もっとお客 様と距 離の 近い間 柄に
なって、お客様が望んでいるものを提
供できる店にしていきたい」。捧さんの
思いは、フレンドリーな店の雰囲気と
して、すでにそうなっているようだ。
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喆祥房 香港の味を、赤坂にワープ。

◆食べ飲ま時間
17:30〜23:00
（L.O.22:30）
◆食べ飲まメニュー
【フード】特製麻婆豆腐・香港風
シューマイから１品
【ドリンク】カメ出し紹興酒・角ハ
イボール・ウーロン茶から１杯
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30

東京都港区赤坂2-13-13 アープセンター1階 電話：03-6435-5652
営業時間：11:30〜23:00
（月〜金）11:30〜23:00
（土）
（日曜定休）

赤坂２丁目界隈は中華料理の店も多
い。その中にあって、新進気鋭のお店
がこちら。とはいえ、スタッフはベテ
ラン揃い。香港出身の料理長がつく
る本場の香港料理が堪能できる。点
心師による小龍包や蒸し餃子も人気
だ。新鮮な食材、高級な食材を惜し
みなく使って、すべて手作りの自家製
点心は、食通をも唸らせる。グレー基
調の落ち着いたインテリアもあって、
高級中華店の雰囲気に二の足を踏ん
でいたとしたら、その心配は無用。む
しろ、コストパフォーマンスの高さに
驚くことになる。普段の夜は、お得な
宴会コースもある。人気の２時間飲み

放 題がつく
コ ー ス は、
アラカルト
で注文した
場合かなり
の高価 格
になるとこ
ろ が 5000
円で楽しめ
る。お手軽な価格帯で本格的な料理
が堪能できるとあって、開店当初から
いきなりリピーターがついた。ランチ
もコストパフォーマンスの高さで、グ
ルメな赤坂の住人に人気だ。カメ出し
紹興酒もお得で美味。

どんのば

ボリュームとうまさと低価格。

東京都港区赤坂2-10-7 ラフィネ赤坂ビル B1 電話：03-3584-4137 営業時間：11:00〜14:30/17:00〜23:30
（金24:00）
（平日）17:00〜22:30
（土）
（日祝定休） お取り扱い商品：ホッピー、黒ホッピー

◆食べ飲ま時間
17:00〜23:30
（L.O.22:45）
◆食べ飲まメニュー
【フード】イベリコ豚のグリル・自
家製ラザニア・スパイシーチキン＆
シシカバブ盛り合わせ・牛スジ煮
込みから１品
【ドリンク】ホッピー・生ビール・角
ハイボール・サワー・焼酎
（芋・麦）
・
グラスワイン・ソフトドリンクから
１杯

どんのばとは、ベンガル語でありがと
うの意味。オーナーのシャーミンさん
は16歳で日本に来て、和食で10年、
青山のフレンチで７年修業した。そし
て母国の味を加えて、メニューに国の
垣根はない。その種類の豊富さは、あ
れもこれもおいしいものをお客様に
提供したいという思いで開発された
メニューがいつしか増えていった結果
だ。いずれも安価でボリューム満点の
料理ばかりなのは、日本に来て学んだ
「損して得取れ」を具現している。安
い理由は簡単ですと、オーナーのモ
ハマド・シャーミンさんはいう。
「宣伝

費にお金をかけるより、そのお金の分
だけお店にやって来るお客様にサー
ビスすれば、お客様に喜ばれ、それが
評価につながる」。好きな言葉は、人
事を尽くして天命を待つ。日本人以上
に日本を愛するシャーミンさんの哲学
だ。全国に足を運んで直接生産者に
接し、ものを見て、食材を仕入れる。
一度ご縁ができた生産者からは何も
言わなくともいいものが 送られてく
る。それを使って、どんな料理にする
か考えるのが楽しいという。人を思い
やる心が、店に、料理に、表れている。
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お店が見つかる

お店ナビ
1. ジャンルで探す。

2. 時間帯で探す。

さすが国際都市東京赤坂です。各国の美味しいものが集中していますよ。一晩で何カ国を巡るか、気分次第のワールドツ
アーです。ジャンルを超えた無国籍料理もあるけど、おおむね以下の区分けでお店が見つかります。

早めの時間は案外狙い目。席もまだ空いている店が多く、待たずに入れます。あまりに早く赤坂に着いちゃった場合でも
ご安心を。入れる店はあります。そして、終電を逃しても、まだまだ店は開いています。赤坂の夜は長く深いのです。

●日本

●早くても開いてます。

04 赤坂 ぶんぱち
06 箱庭
23 家庭料理 さん六

●韓国
14 サムチュンネ
31 明洞

●インド

24 力士料理 富風

22 リトルアジア 赤坂

26 とんかつ 赤坂水野

42 MOTI
（TBS前店）

29 南部どり 赤坂店
32 赤坂 まるしげ
33 えん
34 赤坂 うのあん
36 いなげ家

●バングラディッシュ＆インド
05 ショナルガ

●ラーメン
15 九州じゃんがららあめん
（赤坂店）

●アジア

●ヨーロッパ
17 ルシェロ

●メキシコ
10 アンベ・クァトロ

●トーゴ
21 エコロロニョン

●バー
16 CLEBAR
43 THE DAY Cafe
48 BJ 2nd

02 ニジイロ

39 赤坂 CLUB TENJIKU

45 ぶっちぎり酒場 赤坂サカス前店

30 どんのば

40 バードランド

●中国

●イタリア
07 Canti Canti

09 東京麻婆食堂

08 アレーナロッサ

12 赤坂 よ志多

19 CITTINO 赤坂

50 赤坂青野 赤坂見附店

		

29 南部どり 赤坂店

11

		

34 赤坂

14:00〜

15 九州じゃんがららあめん
（赤坂店）

		

41 パンコントマテ 赤坂店

15:00〜

41 パンコントマテ 赤坂店

16:00〜

22 リトルアジア 赤坂

		
16:30〜

Shizuku

閉店時間

19 CITTINO 赤坂

〜02:00

01 BAKETSU

		

15 九州じゃんがららあめん
（赤坂店）

		

31 明洞

●ラストオーダー早めです。

19 CITTINO 赤坂

11 Shizuku

21:00

26 とんかつ 赤坂水野

		

48 BJ 2nd

35 ジャローナ

		

47 赤坂柿山総本店

〜05:00

16 CLEBAR

		

50 赤坂青野 赤坂見附店

		

43 THE DAY Cafe

21:30

08 アレーナロッサ

		

4 5 ぶっちぎり酒 場 赤 坂サカス前 店

●カフェ

●お菓子

Shizuku

		

35 ジャローナ

		

36 いなげ家

		

37 ボア・セレスト

		

40 バードランド

21:45

42 MOTI
（TBS前店）

01 BAKETSU

22:00

04 赤坂 ぶんぱち

37 ボア・セレスト

		

09 東京麻婆食堂

●スペイン
03 タベルナ ユキ

●ベルギー

●遅くまでやってます。

42 MOTI
（TBS前店）

32 赤坂 まるしげ

50 赤坂青野 赤坂見附店

46 Itarian Bar Credo

うのあん

〜03:00

41 パンコントマテ 赤坂店
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9:30〜
10:00〜

		

18 中国料理 たけくま

44 火鍋屋

28 イルサーレ

11

47 赤坂柿山総本店

27 Musha Tora 赤坂

		

ラストオーダー時間

28 イルサーレ

25 赤坂 蘭苑飯店

18 中国料理 たけくま

47 赤坂柿山総本店

20:00

13 北京
20 喆祥房

22:00

9:00〜

●ライブ

38 ままや
49 赤坂 伊ち太

開店時間
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アイコンで探しやすい。

英語のパンフもご用意。

パンフレットにはお店の特徴をアイコンで示しています。

国際都市赤坂らしく、赤坂食べ飲まには以前から外国人

ご要望に合わせたお店探しをサポートします。

のお客様がいらっしゃいます。さらに、2019年ラグビー
ワールドカップ、2020年東京オリンピックで諸外国から
のお客様が増えるのは確実。赤坂の街でもホテルの建

ポケットサイズのお店紹介パンフ。
たたんで持ちやすい。広げて探しやすい。
お店からお店へ移動する際にポケット
やバッグにすっきり収まる、持ちやす
いサイズです。広げると、片面は全店
舗の紹介が一面に。裏面はお店の場
所を示すマップになっており、
４つのエ
リア別にお店をご紹介しています。

設ラッシュになっています。そこで、今回初の試みとして
赤坂食べのまでは英語版のパンフレットをご用意しまし
た。外国からのお客様にも赤坂食べ飲まをお楽しみいた
だけます。

今回初参加のお店です。
大人数OK 5名様以上のお席をご用意しております。
喫煙席あり
深夜営業OK AM0:00以降営業しています。
Takeoutあり
ヘルシーメニューあり
デザートあり
がっつりメニューあり
〆の一品あり
お酒にこだわっています

次回チケット同時購入で、パスケースをプレゼント！
今回の食べ飲まチケットといっしょに次回チケットを同時購入いただいた方には、オリジナルパスケースを差し上げます。
チケットとパンフレットが入るダブルポケット仕様です。

追加オーダーできます
イベント開催時間と営業時間が異なる

食べ飲ま開催時間 お店もあります。

食べ飲ま席数 イベント用にご用意する席数です。
このマークの付いたお店では食べ飲

次回は、2016年5月17日
（火）
・18日
（水）
です。
来年も年２回の開催を予定しております。次回第９回は５月17日
（火）
・18日
（水）です。
来年用の手帳に真っ先にお書き込みください。
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食べ飲まライブ有り まライブコンサートがあります。

ランチ使用可 ランチであとナイトのチケットが使えるお店
です。

食べないと飲まナイト
“フード”
メニューです。

Facebookで
お店情報ゲット。

空席情報もリアルタイムで。
赤坂食べ飲まのFacebookでは、食べ飲まの始まるひと
月以上前から食べ飲ま各店の情報をお伝えしています。
また、当日はお店の空席情報を随時発信します。ぜひご
活用ください。
●赤坂食べないと飲まナイトFacebook

食べないと

赤坂食べ飲まの
ウェブサイトも。
赤坂食べ飲まの詳細がわかるウェブサイトです。どんな
お店があるかご覧いただけます。参加店舗マップも掲載。
あらかじめどことどこを辿って楽しむかルートを考えるの
も一興です。また、食べ飲まリピーターには気になる新規
店については、専用のご案内リーフレットがダウンロード
できます。お得な前売りチケットのご予約もこちらで承っ
ております。ぜひご利用ください。
●
「赤坂食べ飲ま」で検索 または、
http://akasaka.tabe-noma.comにアクセスしてください。

食べないと飲まナイト
“ドリンク”
メニューです。
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中央オペレーションセンターで、 ラジオで食べ飲ま情報。
情報を統合し発信。
podcastでも聴けます。

隣り合わせた人と、バッジを見比べる。

赤坂食べ飲ま開催当日は、Facebookを使って空席情報

ニッポン放送
「ホッピー・ミーナのHOPPY HAPPY BAR」

をリアルタイムでご紹介しています。コンシェルジュ隊が

では、赤坂食べ飲まのお店情報などをご紹介します。ぜ

そんなことから会話が始まり、

各店舗を回り、混み具合を逐一ホッピービバレッジ本社
内の特設
「食べ飲ま中央オペレーションセンター」に報
告。各隊員からの情報
を集計して、15分ごと
に空席情報を更新して
います。また、ホッピー
ビバレッジ 赤 坂 本 社
のチケット引換所にも
掲出しております。これ
らの情報はコンシェル
ジュ隊が共有していま
す。おたずねいただけ
れば、空席情報をご提
供いたします。ご利用
ください。

ひオンエアをチェックしてください。また、podcastでも一
部お聴きいただけます。併せてご活用ください。
放送日時： ニッポン放送
11月2日
（月）
～6日
（金）
/11月9日
（月）
〜13日
（金）
21：57〜22：00

コンシェルジュ隊、
街角でご案内。
お店が見つからない。どの店がいいかわからない。そん
な時は、街角に立つコンシェルジュ隊にお声をお掛けく
ださい。お店選びのご相談にのります。お店の空席情報
もリアルタイムでわかります。そして、お店までの道案内
もいたします。

ウエルカムゲートで
お出迎え。
今回赤坂食べ飲まのエリアが少し広がりました。そこで、
「ここからが食べ飲まエリアです」というところ３カ所ほ
どにコンシェルジュが立ち、お客様をお出迎えいたしま
す。お声をお掛けいただければ、特製ステッカーを差し上
げます。どこにいるのかは、お楽しみに。
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そのバッジ、どの店にありましたか。

行った店の情報交換で盛り上がる。
初めて会った人だけど、
食べ飲ま仲間。

おたのしみ、
缶バッジラリー。
５つのデザインの缶バッジ。赤坂食べ飲まだけのオリジ
ナルです。お店にご用意して、一軒ごとにひとつ差し上げ
ます。どの店にどのバッジがあるかはおたのしみに。

2016年春の赤坂食べ飲まは、5月17日
（火）
・18日
（水）
です。
来年春の赤坂食べ飲まの日程もすでに決定しています。来年の手帳を手に入れたら、真っ先にメモしておいてください。
なお、来年５月のチケットを合わせてご購入いただくと、限定パスケースが付いてきます。
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