
東京洋食屋
神田グリル
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B2F

B2F

日比谷しまね館

添好運
（ティム・ホー・ワン）

B2F 梅梅

リンガーハット 
トウキョウ プレミアム

五穀

1F

B1F

B2F

B2F

ル・プチメック  

タリーズコーヒー

B2F 築地 寿司清

チャヤ 

あの子もこの子も
彩り鮮やかドリームランド！

ジジの憧れ 映画のような
ワッフルチキンプレート

日比谷シャンテ

キャンペーン対象

MENU

2F 2F 果実園リーベルゆとりの空間
（カフェ）

やさいの王様

1F

B2F

B2F

B2F

キハチカフェ

B2F パスタ＆ピッツァ
壁の穴

AZABU SABO 
Hibiya Salon

She

蓮の葉ちまきと
ポークと海老の焼売セット

愛と運命の
バンコク・ナイト

銀山赤どりマリネのトマトパスタと
柚香ソーダ

ドラゴンの夜明け
～平和な世の中を願って～

野菜たっぷり皿うどん
餃子とビールセット

野菜たっぷり
ジャングルのやすらぎ 

紅油牛肉麺
～ホンユー牛しゃぶ辛味麺～

トゥイの怒りはメラメラに赤く

オムライス ＆ ビーフハンバーグ
デミグラスソース

サン・アンド・ムーン
～お陽さまと月  あなたと私～

バインミーサラダプレート  

ベトナムの味をあげよう
自慢のリュスティックと
サラダでバインミー風に

畑の恵みのタコライスと
ブラッドオレンジジュースセット  

ヴィーガンガパオライス　
ドリンク、デザート付き  

これであなたもミス・サイゴン
食べてきれいに ヴィーガンガパオライス

寿司と生春巻き  

エンジニアの『ジャパニーズドリーム！
寿司＆ベトナム生春巻き』

海老とニョクマムの炊き込み釜飯定食

プリンプリンのエビが乗った
リムジン釡めし　行くぜ米！

KIHACHI風鶏飯スモークチキンと
いくらのスープご飯

みんなで食べよう
旨いスープ吸った特製鶏飯

ヤムウンセンと白身魚のから揚げ、
エスニックサラダプレート

私の小さなタム
忘れないでママのヤムウンセン

バインミーフルーツサンド 

キムとクリス奏でるよ
フルーツサキソフォン

ワッフルチキン  
※提供時間 ～17:30

冷し豆乳担担麺とマンゴーの
クリームスイートポテト  

サン・アンド・ムーン
～涼しく辛く涼しく甘く～

元祖たらこ・ニース風サラダ
ソフトドリンクのセット  

ジョンの叫び
みんなタラコだ

若鶏とオクラの
ほんのり辛いトマト煮込み

今も信じてるわ クリスを想い
エレンが作るアメリカの味

¥1,560（税込）

¥1,500（税込）

¥1,640（税込）

¥1,628（税込）

¥1,580（税込）

¥1,500（税込）

¥1,518（税込）

¥2,200（税込）

¥1,870（税込）

¥1,980（税込）

¥2,123（税込）

¥1,540（税込） ¥1,540（税込）

¥1,500（税込）

¥2,000（税込）

¥2,046（税込）

¥1,518（税込）

ナチュラル &
ワイルド テーブル

7/16～

東京ミッドタウン日比谷

キャンペーン対象

MENU
3F

2F

B1 B1

中国料理　礼華　四君子草

PHUKET ORIENTAL

Susan's MEAT BALL BROOKLYN CITY GRILL

6F DRAWING HOUSE OF HIBIYA

¥1,980（税込）
パレットサラダランチ （パン付き）

※平日15食限定  ※提供時間 11:00～14:00

夢～ 　お皿の上で 見せてよ夢～♪

¥2,000（税込）
海老のチリソース煮込みランチセット

※平日限定　※提供時間 11:30～14:00 ※各日10食限定  ※提供時間 11:00～14:00

※各日30食限定   ※提供時間 11:00～15:00

何だ？この香り！
~~ジューシー海老チリ豪華セット

¥1,610（税込）
Qソフトのアフォガード
チェリージュビレソースドリンクセット

ジジの甘酸っぱい夢のアイスクリーム

¥1,900（税込）
ミス・サイゴン特別からすみ蕎麦

時がきた！この味を称えよう 
～ベトナムの夜明けを見届ける星と共に～

¥2,500（税込）
鰻の月見丼とモチモチ冷やし抹茶うどん御膳

生き延びたきゃがっつりいくぜ！ 
エンジニアのランチ

¥1,600（税込）
チキンビリヤニ
（インド最高級米を使用した鶏肉入り炊き込みご飯）

※提供時間 11:00～16:00

※選ぶドリンクにより価格は変動します

何だ？この香り？INDIA DREAM！

¥1,500（税込）
天寅エスニックSOBA

※各日5食限定 ※提供時間 16:30～

お口に火がついたサイゴン　
匂いがまたたまらないぜエスニック蕎麦

¥1,980（税込）
〆サバの生春巻き

4種類のソースでトゥイトゥイ食べちゃう
生春巻き

¥2,000（税込）

キムとクリスの出会い　
～ベトナム風ソースとアメリカ産生牡蠣～

¥1,500（税込）
ミートボールチーズチリドッグドリンクセットアメリカ産オイスター3ピースと

ベトナム風ソース

ポテトを揚げよう　
キムとタムのミートボールドッグセット

¥1,450（税込）
チーズバーガー　フレンチフライセット

エンジニアの夢みた自由な世界の
アメリカンドリームハンバーガー

B1 Mr.FARMER

6F

3F

2F

B1

Q CAFE by Royal Garden Cafe

そばがみ

天ぷら 天寅

JEAN FRANÇOIS

B1 日比谷焙煎珈琲

2F

1F

B1

DIYA

THE SPINDLE

VIETNAMESE CYCLO

3F 三分亭

B1 Bar&Tapas Celona

B1 BOSTON OYSTER＆CRAB

¥1,520（税込）～

サイゴンの夜のパフェ　
～一輪の花に想いをこめて～

¥1,650（税込）
ミス・サイゴン　
マンゴーベリースイーツペアセット

トロピカルフルーツと
ココナッツミルクのチェー風パフェ

エレンのティータイム　
～クリスを待ちながら～

¥1,500（税込）
アメリカ産赤ワインとタパス2種
クリスのワイン奢れよ！ セット

¥2,079（税込）

ひとつの空を分け合うムーンライト

¥1,800（税込）
ベトナム惣菜盛り合わせドリンクセットヴィーガングリーンカレー
手羽奏でるよサクソフォン

¥1,650（税込）
バインミー　～ビーフBBQソース～
マンゴーベリースイーツ付き

連れてってUSA 
アメリカン・バインミー

30th Anniversary30th Anniversary『ミス・サイゴン』× HIBIYA 7.15（金）～8.31（水）キャンペーン期間

オリジナルコースター

※キャンペーンスケジュール・内容は都合により変更となる場合がございますので予めご了承ください。 ※食材等の都合により、1日のご提供数が終了する可能性もございますのでご了承ください。※テイクアウトの場合、税率により金額が表示価格と異なります

対象メニューご注文で
1枚プレゼント！（全7種）

プレビュー公演 7月24日（日）-28日（木）プレビュー公演 7月24日（日）-28日（木）

日本初演30周年記念公演

７月29日（金）～8月31日（水）７月29日（金）～8月31日（水）

スタンプを集めて

オリジナル
A4クリアファイル
+ ポストカード

東京ミッドタウン日比谷では

プレゼント！

日比谷シャンテでは

プレゼント！

スタンプを集めて

オリジナル
チケット ＆ マスク
ホルダー

▲裏面

▲表面

※コースターのデザインは選べません
※ 詳細はスタンプラリーカードをご確認ください
※ いずれの特典も非売品です
　 また、数量限定につき、なくなり次第終了となります


