


平成 30 年 6 月	 

三島バル実行委員会	 

	 

10 月 13 日（土）開催	 第 10 回三島バル	 募集要項	 

	 

第10回三島バルにご参加頂ける店舗を募集致します。以下の内容をご確認の上、

三島バルエントリーシートにてお申し込みください。（三島バルの主旨やルー

ル・仕組みなど基本的な部分については「三島バル募集要項	 保存版」をご覧

ください。）	 

	 

＜第 10 回三島バル＞	 

開催日時 ２０１8年１０月 13日（土） １日開催 
	 

三島バルについて	 

（宣言）三島バルは、地域の No.1 個店応援メディアを目指します！	 

	 

※上記の図に関しては、この後のページで改めて説明を入れています。	 

年１回のバルイベント開催

だけではなく、通年を通し

て互いに店舗を紹介しあ

い、店舗の魅力を伝える仕

組みを作ること。	 

そのことでお客様が地域の

お店をもっと知り楽しんで

いただける機会をつくって

いくこと。	 

地域の個店のファンが増

え、個店が元気になること。	 

	 

それこそが地域が元気にな

ることと考え、活動を続け

ていきたいと考えていま

す。	 



それには、参加店舗のみなさんのご協力がなければ実現できません。	 

そしてバルに参加したら儲かるというものでもありません。	 

	 

三島バルとは、地域の横のつながりを作り店舗が協力し合いながら、お客様に

その魅力をPRし知っていただく為に、バルのイベント当日はもちろん、年間通

してお客様とお店とが幸せな関係を作るための機会を作っていく「活動」

と考えています。	 

	 

お客様に対し、店舗同士で協力しあいその魅力を伝え、再来店を促す為のPR	 や

ツール配布等を積極的に行い、ファンになっていただく関係をつくること。	 

共に地域を盛り上げていけたらと思います。ご参加お待ちしております。	 

	 

第10回三島バル参加について	 お願い	 

	 

① バルマップが変わります！	 
通年設置／再来店促進クーポン付きとなります。	 

設置場所は、参加店舗店頭／宿泊施設／観光施設／三島市観光協会などを

予定しています。	 

●通年の来店促進のための、クーポンでの割引サービスの活用を希望され

る店舗は、エントリーシートの黄色い部分「クーポン特典」に、お客様が

クーポン持参時に行えるサービスをご記入ください。	 

●クーポン利用期間は三島バル翌日の2018年10月14日（日）〜2019年8月

末日までとします。	 

	 

②	 バルマップの校正（内容のチェック）については、	 

指定期間中（8月18日（土）～22日（水））に、Facebookグループ内での
チェック、又は該当エリアの地区実行委員の店舗へ来て頂いてのチェック

を必ずお願いします。	 

（第10回三島バル	 副実行委員長／地区実行委員	 店舗一覧・第10回バルエリア

分け	 参照）	 

	 

期間中にチェックに来ていただけなかった場合は、誤字等があった場合で

もそのまま印刷となってしまいます。頂いた原稿と違う内容で印刷されてし

まう可能性もありますので、間違いはあるものと思い、必ずチェックをお願い

致します。	 

	 



③	 毎回のバルの会議資料の仕分け作業、店舗への資料配布はエリアの店

舗で協力しての作業とさせて頂きたいと思います。	 

※作業は、参加店舗会議中にて実施予定／出席をお願い致します	 

（参加店舗一丸でのイベント作りとさせて頂きたいことと、地区担当実行委員

（地区長）の負担軽減も含めてご協力をお願いしたいと思います。）	 

	 

④	 バルエントリー・写真の提出について、締め切り期日厳守とさせて頂

きます。今までなんとか全店舗のみなさまの分を掲載したいとギリギリま

で受付しておりましたが、今回印刷会社の変更と冊子のページ割の期日の

関係で、締め切り期日厳守とさせて頂きたいと思います。	 

※メール／Facebookグループでの提出、どちらでも可	 

恐れ入りますが、エントリー締め切り期日7月31日（火）を過ぎたエントリ

ーは原則受付不可とさせて下さい。（写真のみ遅れた場合についても、写真が掲

載できません。ご了承ください。）	 

	 

⑤	 連絡方法	 

①SNS（FacebookまたはLINE）を使用している店舗の方は連絡方法をSNS

に切り替えさせて頂きたいと思います。	 

	 

SNSをご利用されていない店舗については今まで通り	 

②メールアドレス③その他の手段でご連絡させて頂きます。	 

●バルチケット前売り券（店舗販売分の買取）について	 

	 

⑥バルナンバーズは全店舗参加となります。	 

※バルナンバーズとは、バル当日に行うバルチケットの通しナンバーを使

ってのWチャンス企画です。（例：下●けたの番号が●●の方、バル翌日よ

り来店時１ドリンクサービス）	 

	 

●参加店舗みんなで協力しあい盛り上げていく活動です。	 

ご参加いただくにあたり前売りチケット３冊の買取をお願いしております。	 

	 

今まで前売り券を多く販売頂いているお店から、販売数０冊のお店まで様々あ

りました。バルを皆で盛り上げるという意味からも、 低販売枚数を決めた方

が良いとの意見があがり、設定することとなりました。ご理解・ご協力のほど、

お願い致します。	 

	 



前売り券（店舗販売分の買取）のお願い	 

前売りチケット１冊4000	 円（税込）（5	 枚つづり）	 

3	 冊	 12,000	 円分	 

	 

※買取分の前売り券３冊以上お客様に売っていただければ	 

店舗での負担は0円です。	 

	 

１冊も売れなかったとした場合、その場合の店舗負担分は	 

1	 冊1,000	 円（事務局経費分）×3	 冊分の計3,000	 円のご負担となります。	 

	 

三島バル探検隊取材について	 

	 

三島バル	 ボランティア取材チームが取材希望店舗をまわり取材をします。記事

は、三島バルのフェイスブックページ上にてアップを予定しています。	 

	 

・実際に提供いただくバルメニューを中心に店舗の取材をさせて頂きたいと思

っています。取材謝礼として、撮影に使用したメニューやドリンクは、取

材者へご提供をお願い致します。	 

・取材希望の方は、エントリーシートにて取材希望に○印をお願い致します。

追って、取材日程などご相談させて頂きます。	 

	 

三島バル本部について	 

三島バル当日の、三島バル本部・ご予約チケット引き換えの場所についてご案

内致します。	 

	 

三島バル本部	 

2018年	 10	 月13日（土）11：00〜20：00	 

三島バル本部	 三島商工会議所	 1	 階TMO	 ホール	 

※前売り券引き換え・当日券販売・ご案内業務など	 

	 

	 

その他清算方法などについては、都度バル会議内にてご連絡させて頂きます。	 

三島バル実行委員会	 実行委員長	 川村結里子	 

TEL：055−955−7750	 FAX：055-955-7751	 musubiya@me.com	 

三島バル公式ホームページ	 http://mishima-bar.net	 

	 



第 10回三島バル 参加スケジュール 
１．開催日時 ２０１8年１０月13日（土）１日開催 
２．主  催 三島バル実行委員会 
実行委員長：川村結里子 所在地：〒411-0858 三島市中央町４－１９ 
TEL:055-955-7750 E-mail:musubiya@me.com 

<第 10 回三島バルスケジュール＞ 
日  時  時  間 会  場 

7 月 31日（火） エントリー 
締め切り 

エントリーシート 
写真データ提出 

Fax 又はメールにて 
エントリーをお願いします 

8 月 19 日（土） 
～23 日（水） 

マップ校正 ① 三島バル参加店舗の
Facebook グループで
のチェック 

 
②地区実行委員店舗にて、
プリントアウトしたマッ
プでのチェック 

②をご希望の店舗は、 
ご自身の店舗の該当エリアを「第
10 回三島バルエリア分け」にて確
認の上、エリア担当の地区実行委員
の店舗へ来ていただきバルマップ
のチェックをお願い致します。 
（バル村参加店舗を除く） 
※店舗により定休日その他不在の
時間帯もございます。事前に確認を
入れるなどご注意ください。 

A ：9月 4日（火） 
 
 
B ：9月 5日（水） 
※どちらかの日程 

第１回会議 
前売券配布 
前売り券・マッ
プ配布、バルメ
ニュー用紙他 

どちらの日程も 

15：00-16：30 
 
 
 

会場：みしまプラザホテル 
対象：駅前・大社町・田町・本町・バ
ル村 
会場：みしまプラザホテル 
対象：広小路 北・南 

9 月 6日（木）～ バルチケット前売発売開始  
10 月 10日（水） 第２回 

全店舗会議 
※前売チケット
枚数確認・当日
券配布 

15：00-16：30 みしまプラザホテル 

10 月 13日（土） 三島バル当日  
10 月 14日（日）～ 
10 月 28日（日） 

後バル 
（２週間） 

  

10 月 16日（火）～ 
10月 19日（金） 

バルチケット
精算① 

10：00-16：00 三島商工会議所 

10月 24日（火）～ 
11月 2日（金） 

バルチケット
精算② 

10：00-16：00 三島商工会議所 

11月 29日（水） 全体反省会 15：00-16：30 みしまプラザホテル 
各回配布物がございますので必ずご出席ください。 
※資料の仕分け・配布にご協力お願い致します。 
※万が一出席が難しい場合には担当の副実行委員長、又は地区実行委員まで連絡お願い致します。 
※会議に連絡なく１度も出席されなかった店舗様は次回の参加を見送らせて頂きます。 



第10回三島バル　副実行委員長／地区実行委員　店舗一覧

実行委員長

携帯：090-2666-0638／店舗：055-955-7750

Mail：musubiya@me.com

三島駅前エリア

携帯：090-2133-0567／店舗：055-991-6777

Mail：abckabuyuu@yahoo.co.jp

携帯：090-8322-4775／店舗：055-955-8665

Mail：mishima.food@gmail.com

携帯：090-2766-5339／店舗：055-943-5477

Mail：lieto2015@spice.ocn.ne.jp

本町〜田町～大社町エリア

携帯：090-2617-5886／店舗：055-971-9655

Mail：hakka.aun.miｙoro@gmail.com

携帯：090-2686-6087／店舗：055-972-2121

Mail：t-murofushi@mishimaph.co.jp

携帯：090-2684-5165／店舗：055-981-2010

Mail：psycho-billy-lostsoul666@docomo.ne.jp

携帯：090-3957-9178／店舗：055-972-5539

Ｍａｉｌ：satohi2011b@yahoo.co.jp

携帯：090-4187-1708／店舗：055-983-0755

Mail：luca_wine@yahoo.co.jp

携帯：090-8738-1667/店舗：055-943-9124

Mail:mtg-m.79@mopera.net

携帯：080-6988-1135／店舗：055-975-0340

Ｍａｉｌ：otsuka@kawata.org

携帯：090-8043-7315／店舗：055-972-1113

Ｍail：koutaro08@icloud.com

広小路北エリア

携帯：090-1786-4319／店舗：055-973-1474

Mail：aogu.kirin@icloud.com

携帯：090-8494-0846／店舗：055-975-3312

Mail：Mail：oky5983138v2-1u@ezweb.ne.jp

携帯：080-4218-6141／店舗：055-941-7599

Mail：kensuchino@softbank.ne.jp

広小路南エリア

携帯：090-4255-6589／店舗：055-973-6699

Mail：yama18rb@ezweb.ne.jp

携帯：090-5614-8417/店舗：055-991-2828

Mail：rai4naru@gmail.com

携帯：090-4866-2547/店舗：055-960-8807

Ｍａｉｌ：sakutatsu390@yahoo.co.jp

携帯：080-5163-7969/店舗：055-975-0208

Mail:moisteane@cell.ocn.ne.jp

バル村（出張）エリア

携帯：080-4544-1660/店舗：055-972-9680

Ｍａｉｌ：ps-koba@i.softbank.jp
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柿田川湧水カレー（小林）

dining ROUTE39(佐久間）

モイスティーヌ（下村・邑井）

BAR倉田（倉田）

イルコッチュート（斉藤）

中華料理　麒麟（秋山）

登喜和（伊東）

ピッツェリアバール　ディチョット（山本）

RAI4（成川）

LUCA WINE（下里）

三十飛（佐藤）

abierto（眞野）

大社の杜（大塚）

鶏小屋（佐野）

㈱結屋（川村）

みしまプラザホテル（室伏）

副
実

副
実

副
実

BAR客家（原田）
副
実

副
実

副
実

地
区

ABCチケット（堀内）

風土（徳丸）

Lieto（齋藤）





実行委員長

川村結里子

副実行委員長

ディチョット　山本

副実行委員長

RAI4　成川

地区実行委員

ルート 39　佐久間

地区実行委員

モイスティーヌ

地区実行委員

三十飛　奥さん

地区実行委員

Lieto（交渉中）

地区実行委員

ルカワイン

地区実行委員

BAR 倉田

地区実行委員

浜焼太郎　錦

地区実行委員

鶏小屋

地区実行委員

眞　野

地区実行委員

大社の杜　大塚

広小路南駅　前

副実行委員長

伊豆コレ　堀内

副実行委員長

風土　徳丸

バル村

副実行委員長

柿田川　小林

副実行委員長

登喜和　伊東

副実行委員長

麒麟　秋山

副実行委員長

イルコ　齋藤

広小路北田町・大社町・本町

副実行委員長

BAR 客家　原田

副実行委員長

プラザ　室伏

第 10 回副実行委員長／地区長（案）



返送方法は①Facebook／②メール／③各地区の地区実行委員までお渡しのいずれかにてお願い致します。

店名

担当者（連絡先）

SNS（あり／なし）

メールアドレス

ジャンル

参加形態（複数可）

バル営業時間

※150文字程度まで

ホームページ

店舗所在地

通常営業時間
55文字以内

店舗電話番号 定休日

FAX 備考

バルメニューの写真を下記メールアドレスにご送付下さい。

サイズは１M程度　横長推奨 �✉：barentry@gmail.com
クーポン特典

※希望店舗のみ ※有効期間：2018年10月14日〜2019年8月30日

三島バル探検隊取材を　　　希望します／希望しません　 子連れのお客様　　OK　／　NG又はどちらでもない

フード：

ドリンク：

http://

のぼり旗・ポールを希望します　→　のぼり旗　　　　　　　　枚　／　ポール　　　　　　本　・　　のぼり旗不要

おみやげ：

体験：

通常　・　おみやげ　・　体験　・　プレミアム　・　プレミアムおみやげ　・プレミアム体験　・バル村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜

おみやげ：

ＦＡＸ送付先：055-955-7751 　締切　7月31日（火）　必着

バルメニューに
関してオススメ

文言等

70文字以内

フード：

おすすめポイント：

写真

店舗の
紹介コメント

不明点等ありましたら、三島バル実行委員会　担当：川村までご連絡下さい。090-2666-0638

プレミアムバル
メニュー(任意）

【バルマップ・ＨＰ掲載事項】

和食　・　洋食　・　居酒屋　・　中華　・　バー　・　小売店　・　その他

ドリンク：
バルメニュー内

容

第10回 三島バルエントリーシート　【継続・バル村・新規】※どれかに◯

第10回三島バルについて 10月13日（土）　　　　　　　　　　参　加　　 　／　　　 不参加

以下の内容について前回と同様の場合は、記入なしで構いません。変更部分のみご記入ください。

体験：

Facebook（アカウント名：　　　　　　　　　　　　）／　LINE（ID：　     　　　　　　　　　　　）／なし




