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名物 三島そば（伊豆箱根鉄道 三島駅） バル時間／10：00～21：00
　  （ラストオーダー20：45）

フード：三島バルそば1杯
ドリンク：ハイリキ1本
バルの為、特別にご用意する逸品です。
三島そばに三島コロッケをトッピングさせた、暖かい
バルそばをご用意。ハイリキを添えて召し上がれ。

お店の紹介コメント
三島バルに初登場！場所は、伊豆箱根鉄道三島駅から徒
歩0分。
同日開催の伊豆箱根鉄道開業100周年記念企画「い
ずっぱこ居酒屋電車」への持ち込みもOK！伊豆箱根鉄
道の電車の中でバルメニューを食べられるという、またと
ない機会！ぜひお楽しみください！！

お店の紹介コメント
伊豆箱根鉄道三島駅から徒歩0分にあるおそば屋さん。

☎055-975-1216　三島市一番町16-1
通常営業／ 10：00～17：30（ラストオーダー 17：15）　定休日／無休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ1

ラビアンローズ バル時間／18：00～24：00

フード：生ハムサラダ
ドリンク：カクテル20種類・生ビール・ウィスキー・ノン
アルコールカクテル
プレミアムフード：生ハムサラダ
プレミアムドリンク：響17年
ドリンク約30種類の中から、お好きなものをお選び
ください。

お店の紹介コメント
ビルの6Fにあるので、窓から三島駅のホームや夜景が見
えます。静かな雰囲気でゆっくりくつろげます。

☎055-972-3669　三島市一番町17-53 PSAビル6F
通常営業／ 18：00～25：00　定休日／日曜日　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験2

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

ナンバーズ

三島発・伊豆コレクション バル時間／11：00～19：30

フード：国産うなぎの白焼きに中伊豆産生わさびでお召
し上がり下さい。簡単なおつまみも試食して頂けます。
ドリンク：静岡県限定販売生ビール「静岡麦酒」or日本
酒orソフトドリンクorソフトクリーム
ミニサイズですが「白焼きに中伊豆産生わさび」と合
わせてあります。生ビールはお客様の希望で自分で注
ぐこともできます。

お店の紹介コメント
三島や伊豆・富士山周辺の物産・お土産物を販売してい
ます。みしまコロッケ・うなぎ・ひもの・わさび漬け・静岡お
でん等々地域を代表する商品が店内一杯にございます。
JR三島駅1分のお店です。静岡でしか出会えない逸品を
見つけて下さい。

☎055-981-3000　三島市一番町15-28
通常営業／ 9：30～18：30　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ3

うなぎの坂東 バル時間／13：00～20：00

フード：うなぎの混ぜご飯（ひつまぶし風）＋板わさ
ドリンク：グラス生ビール・ソフトドリンク・日本酒（磯自慢）
当店の人気メニュー「ひつまぶし」のバル特製アレンジ
メニューです。国産うなぎを炭火で蒲焼にして、他の具
材と地元のお米を炊き上げ、特製たれで混ぜご飯にしま
した。小田原鈴廣の蒲鉾を使用した板わさ。

お店の紹介コメント
2018年6月に開店致しました。国産うなぎを炭火を用
いて調理致します。お米を始め、地元の食材を極力使用し
ております。　県内地酒もご用意しております。三島駅南
口徒歩１分。２階ですがエレベーターがありますのでご利
用ください。

☎055-981-1212　三島市一番町15-28 楓ビル2F
通常営業／ 11：00～20：30（L.O 20：00）　定休日／火曜日　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験4 ナンバーズ

鉄板！あした葉 三島店 バル時間／17：00～24：00

フード：仔牛の牛タンor富士宮やきそばorキャベⅡ
ドリンク：生ビール、ハイボール、サワー、ソフトドリンク
生後1年未満の仔牛のみを使用したとにかく柔らか
い牛タンと富士宮やきそば学会認定の富士宮やきそ
ば、沼津ブランドキャベIIをご用意致しました！お気
軽にお立ち寄り下さい！

お店の紹介コメント
沼津で人気のあした葉が三島にもオープン致しました。
あした葉オリジナルメニューや地元の食材を使ったメ
ニュー等、豊富に取り揃え、目の前で焼き上げるライブ
クッキングの居酒屋です。4,000円～宴会も承れますの
で、ぜひご来店下さい！

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験8 ナンバーズ

創作料理 ゆうが三島 バル時間／17：00～24：00

フード：自家製いも娘（ハーフ）、炙り肉寿司（1貫）、串焼
き盛りあわせ（3種）、ミニ噴火サラダ、海鮮カルパッチョ
の中から1品
ドリンク：飲み放題メニューから1杯
ゆうが三島のメニューの中から大人気のメニューを
選びました!!

お店の紹介コメント
地元の食材を使用したお料理を御用意しております。個
室の居酒屋でゆうがなひとときをお過ごし下さい。

☎055-991-6800　三島市一番町13-13 フジミビル4F
通常営業／ 17：00～26：00（L.O 25：00）　定休日／無休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験5 ナンバーズ

三島ワイン食堂バル島 バル時間／17：00～24：00

フード：ボルシチとバケットのセット ドリンク：ハイボー
ル・サワー・ノンアルコールカクテル・ソフトドリンク
プレミアムフード：カフェ風サンド
プレミアムドリンク：ハイボール・サワー・ノンアルコー
ルカクテル・ソフトドリンク
野菜たっぷりでヘルシー、ボリュームのあるボルシチをお食事とし
て、おつまみとしても楽しんでいただけるメニューを用意しました。

お店の紹介コメント
昨年の12月よりオープンしました。ワインやその他お酒
に合うお料理を揃えております。また宴会、時間外の結婚
式の二次会、パーティー貸切などご利用いただいており
ます。週末は大変混雑しております。早めのご予約をお願
い致します。ご予算内でのビュッフェパーティーなど、マ
イク・プロジェクターの持ち込みもご相談下さい。

☎050-5286-6039　三島市一番町14-1 三島プラザビル1F
通常営業／ 17：00～24：00 ラストフード23：00、ラストドリンク23：30　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ10

ワインバルたけ次郎 バル時間／17：00～24：00

フード：ねぎだく鶏レバ刺風
ドリンク：グラスワイン（赤、白、スパークリング）
低温調理した鶏レバーをレバ刺風に仕上げました。グ
ラスワイン3種類からお好きな物をお選びください。

お店の紹介コメント
三島駅より徒歩3分。たくさんのアヒージョや肉料理とワ
インを気軽に楽しむお店です！気取らずみんなでワインを
開ければ、楽しい夜が待ってます！肩肘張らずワインを楽
しみましょう!!

☎055-971-3884　三島市一番町13-27
通常営業／ 17：30～26：00（L.O 25：30）　定休日／日曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験9 ナンバーズ

イタリアン バル リエート バル時間／14：00～23：00

フード：パルマ産プロシュート、ミラノサラミ、モルタデラ、アンチョビポテト、キノコのマリネ
ドリンク：生ビールorグラスワイン（赤or白）、スプマンテ、ソフトドリンク
おみやげ：パルマ産プロシュート、ミラノサラミ、モルタデ
ラ、コッパ、ナポリサラミの盛り合わせ
プレミアムフード：通常バルメニュー
プレミアムドリンク：バローロorフランチャコルタ

当店おすすめのハムと人気のおつまみを盛り合わせ
にしました。お腹いっぱいの方はおみやげもございま
す!!
お店の紹介コメント
生ハムやお酒に合うおつまみ料理があります。お一人様
から団体様まで幅広く御利用頂けます。お気軽にご来店
下さい。

☎055-943-5477　三島市一番町3-21 大祐ビル201
通常営業／ランチタイム11：30～14：00、ディナータイム18：00～23：30　定休日／日曜・他不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム

体　験 ナンバーズ7

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

おみやげ

串特急 三島駅前店 バル時間／17：00～23：00

フード：月見つくね、さつま知覧鷄のタタキ
ドリンク：生ビール、ハイボール、各種サワー、ソフトドリ
ンク
当店一番人気の月見つくねと自慢の鶏タタキ！どち
らも楽しめます！

お店の紹介コメント
リニューアルオープンしました。この機会に是非一度、御
来店下さい！

☎055-981-7329　三島市一番町11-17 大黒ビル1F
通常営業／ 17：00～25：00　定休日／なし

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ6 鳥福 バル時間／13：00～17：00

フード：山芋チーズ鉄板
ドリンク：ハートランドビール、カクテル各種
擦りおろした山芋にたっぷりチーズが入ったお酒に
合う一品です。

お店の紹介コメント
居酒屋のようで、バーみたいなカジュアルな気持ちで来
店できる居心地の良いお店です。

☎090-8838-0583　三島市一番町13-3
通常営業／ 19：00～26：00　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ12

ピクニック バル時間／10：00～16：00

フード：「鶏と茄子のマリネ」、「ご当地コロッケ3種食べ
比べ」のどちらか
ドリンク：三嶋麦酒、静岡割り（焼酎の緑茶割り）、その
他ソフトドリンクから一つ
おみやげ：ポットで花咲く「工芸茶」2種プレゼント
秋茄子と鶏肉をワインビネガーで和えたマリネです。
おつまみにピッタリの一品です。

お店の紹介コメント
楽寿園の木々に囲まれた中にある「ピクニック」です。自然
豊かなこの場所で美味しいお酒を片手にのんびりと過ご
しませんか？親子で楽しめるようにキッズスペースやお子
様メニューもご用意しています。

☎090-5611-9110　三島市本町19-3 三島市立公園楽寿園内売店
通常営業／ 10：00～16：30　定休日／毎週月曜日（楽寿園の休園日に準じます。）※楽寿園は入園料（大人300円）がかかります。

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ11

子連れOK

子連れOK

☎055-955-7784　三島市一番町13-32
通常営業／ 17：00～25：00　定休日／なし

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ
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今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ
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ル・パサージュ バル時間／10：00～22：00
　  （21：30ラストオーダー）

フード：チーズの盛り合わせ
ドリンク：グラスワイン
赤・白・スパークリングよりお選びいただけるグラス
ワインとチーズ王国HISADAのチーズ盛り合わせ。

お店の紹介コメント
世界各国の厳選したワインとワインに合うチーズ、デリカ
おつまみを店内カウンター（5席）やテラス席でゆっくりお
楽しみいただけます。

☎055-975-7123　三島市大社町18-52 大社の杜みしま1階
通常営業／ 10/1～3/31 日・月・水・木10：00～20：00　4/1～9/30は金・土のみ22：00閉店　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験19 ナンバーズ

伊豆そば バル時間／11：00～22：00

フード：そば一杯又はおでん3本と小鉢一皿
ドリンク：生ビール（小）一杯又は焼酎一杯
一人で気軽に入れる屋台風店舗で、そば又はおでんで
呑むのはいかがでしょうか。

お店の紹介コメント
お一人様で気軽に入れる屋台風店舗で、夜は京風おでん
と牛スジ、トマトなどで日本酒を呑むのはどうでしょう。

☎080-3641-0514　三島市一番町13-1
通常営業／ 11：00～22：00ごろ　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験14 ナンバーズ

風土 バル時間／17：00～22：00

フード：風土三点盛り
ドリンク：生ビール、焼酎、日本酒、ソフトドリンク
プレミアムフード：箱根西麓牛のステーキ
プレミアムドリンク：生ビール、焼酎、日本酒、ソフトドリンク
当店人気のゴボウの唐揚げ、沼津港お造り、みしまもち豚
のローストポークの三点がいっぺんに味わえます！

お店の紹介コメント
少人数から団体（100名可）様まで、幅広いシーンでご利
用いただけます。

☎055-955-8665　三島市芝本町9-12
通常営業／ 11：30～14：30、17：00～24：00　定休日／定休なし　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験24

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

ナンバーズ

Café & Gallery RAKU バル時間／9：30～22：00

フード：みしまコロッケ付牛すじカレー
ドリンク：缶ビール・氷結・日本酒・ハイボール・ワイン・
焼酎・かき氷・富士山サイダー・ラムネ・ウーロン茶・お茶・
りんごジュース・ノンアルコールビール・コーヒー
揚げたてみしまコロッケ付きの当店自慢の牛すじカ
レーです。

お店の紹介コメント
桜川沿い（水辺の文学碑通り）の小さなお店です。観光・
お散歩がてらにどうぞ！ワンコインランチ（500円）も人気
です。
パーティ・女子会・会食等、ご予約承ります。

☎055-975-3895　三島市中央町7-7
通常営業／ 9：30～16：30、金・土18：00～21：30（L.O）　定休日／第3水曜日・木曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験17 ナンバーズ

MASTICAVINO バル時間／12：00～22：00

フード：アンティパスト・ミスト（生ハム／サラミ／ラムの
燻製／砂肝コンフィ／カプレーゼ）
ドリンク：赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、ソフ
トドリンク
イタリア直送の生ハム・サラミに加え、当店で好評の
ワインに合うメニューをご用意しました（内容変更あ
り）。

お店の紹介コメント
イルコッチュートの姉妹店として3月にOPEN。厳選イタ
リアワインをランチからお楽しみ頂けます。ディナーは、ワ
インに合うおつまみを中心にアラカルトでご用意。また、
御予約にてコース（¥3,500～）、貸切（12名様～）も承り
ます。

☎055-900-8459　三島市大宮町1-11-28
通常営業／ランチ11：30～14：00（13：30 L.O）、ディナー 17：30～LAST　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験18 ナンバーズ

TOM Collins（トムコリンズ） バル時間／13：00～24：00

フード：ドライフード
ドリンク：ジンフィズ、ジンライム、トムコリンズ
カウンター６席の小さなお店です。女性１人でも安心
して飲めるバーです。一人でのんびり過ごせるお店で
す。１階の「伊豆そば」さんと同じ入口です。

お店の紹介コメント
女性一人でも安心して飲めるバーです。

☎090-7601-1899　三島市一番町13-1 2階
通常営業／ 19：00～深夜　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ15

鉄板屋JIN バル時間／12：00～19：00
　　　　（300食終わるまで）

フード：ステーキ
ドリンク：ハイボール、サワー各種、赤ワイン、白ワイン、ソ
フトドリンク
今年はランプ肉を使ってジューシーなステーキを提
供します。オリジナルソースと一緒にお召し上がり下
さい。

お店の紹介コメント
今年もがんばります。一度ご来店下さい。Live感のある
鉄板焼きを目と耳と舌で楽しんで下さい。

☎055-941-8890　三島市一番町13-3
通常営業／ 18：00～23：00　定休日／日曜日（予約のみ営業）月曜日定休日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ13

とびきりワイン＆マンマのイタリアン ロザート バル時間／12：00～14：00
　　　　　 17：00～21：00

プレミアムフード：和牛ほほ肉の赤ワイン煮込み
プレミアムドリンク：イタリア産高級赤ワイン又は勝沼
ぶどうジュース
とろけるような和牛の煮込みとソムリエが厳選した
赤ワインをご堪能ください。

お店の紹介コメント
イタリアの地方料理とワインを楽しめるお店です。

☎055-916-3956　三島市芝本町5-23
通常営業／ 11：30～14：00、17：30～23：00　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ16

る・ぶぁんぶる バル時間／15：00～22：00
　　　　　 （21：30 L.O）

プレミアムフード：大山鷄（だいせんどり）のトマト煮＆やわらか牛
タンと天然酵母パンのラクレットチーズ（牛タンは低温調理です）
プレミアムドリンク：プレミアムモルツ樽生、ワイン（赤・
白）、ソフトドリンク各種
鳥取県産大山鶏（だいせんどり）のさっぱりトマト煮
＆牛タン柔らか低温ローストと三島馬鈴薯、天然酵母
パンにラクレットチーズをかけてご提供いたします。

お店の紹介コメント
大社の杜みしま内にあるロティサリーチキン専門店です。
フランス産海塩とハーブ、スパイス数十種で漬け込んだ
朝じめ鳥取県産大山鶏をじっくり1時間かけてフランス
製回転オーヴンで焼き上げています。サイドメニューも多
数ございます。

☎055-971-4001　三島市大社町18-52 大社の杜みしま1-j
通常営業／ 11：00～20：00　4月～9月の（金）（土）（祝前日）11：00～22：00　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ20

PONOI バル時間／11：00～20：00

フード：ローストビーフ丼
ドリンク：ソフトドリンク・白ワイン・赤ワイン
おみやげ：PONOIバスセット
肉の旨みとやわらかくジューシーなオリジナルロー
ストビーフ丼。ご飯との相性も抜群！お子様連れも大
歓迎♪お気軽にお立ち寄り下さい。

お店の紹介コメント
雑貨＆カフェ［PONOI］です！普段はハンドメイドアクセ
サリーを中心に雑貨を販売していて、ピアスはイヤリング
への交換やアレルギー対応もしています。カフェのオスス
メはバニララテ！当店でしか飲めないこだわりのバニララ
テをぜひ一度飲みにいらして下さい！

☎55-975-9010　三島市中央町4-5 安達ビル102
通常営業／ 11：00～18：00　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ22

HATERUMA バル時間／15：00～22：00

フード：前菜6種盛り合わせ（海鮮マリネ、牛ランプの
ローストビーフ、フリッタータ、ラタトゥイユ、パテドカン
パーニュ、鶏レバーパテ
ドリンク：スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、生
ビール、ジンジャーエール、コーラ、お茶、ウーロン茶
当店で人気の前菜メニューを一皿のプレートに集め
てみました!!是非この機会にお試しください。

お店の紹介コメント
お一人様から団体様までカジュアルにご利用いただける
ワインバーです。お食事メニューも揃えておりますので、
一軒目からでも二軒目からのご利用でもお待ちしており
ます。

☎055-939-6071　三島市中央町3-47 1F
通常営業／火～土 18：00～25：00　日 17：00～22：00　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ23

バディカフェ バル時間／10：00～22：00
　　　　　（L.O 21：30）

フード：「おつまみセット」又は「クレープドリンクセット」
ソーセージ・ポテト等のおつまみセットかモチモチ生
地が人気のクレープセットか、お好きなものをお選び
ください!!

お店の紹介コメント
モチモチ生地が人気のバディカフェに、お食事メニュー
が追加されます。お酒を飲む方も飲まない方も、一緒にお
楽しみ頂けますよ。ぜひ、ご来店ください！

☎055-919-5072　三島市大社町18-52 大社の杜みしま内
通常営業／ 10：00～22：00　定休日／火曜日　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験21

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

ナンバーズ
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味彩 たまるや バル時間／11：30～13：30
16：30～21：00（食材終了まで）

フード：おまかせにぎり寿司
ドリンク：静岡地酒2種飲み比べ、生ビール、ソフトドリンク
プレミアムフード：おまかせにぎり寿司
プレミアムドリンク：〆張鶴大吟醸金ラベル
今年は、静岡の地酒を用意しました。前回大好評をい
ただいた「〆張鶴大吟醸金ラベル」もやります!!他で
は飲めない名酒を、グラスたっぷりどうぞ!!

お店の紹介コメント
身体に優しく、身体が喜ぶ食事を心がけ、新鮮な旬の野
菜・魚・豆腐を使い、素材の味を大切にしている和食の店
です。店内にてお惣菜の販売もしています。どうぞ、お気
軽にお立ち寄り下さい。心よりお待ちしております。

☎055-976-1211　三島市本町1-32
通常営業／ 11：30～14：00（L.O13：30）、17：30～（完全予約制）　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験28 ナンバーズ

オイスター＆イタリアン パッパトリア バル時間／17：00～21：00

フード：産地直送!! 焼きカキ
ドリンク：スパークリングワイン、赤・白ワイン、ハイボー
ル、グラスビール、ソフトドリンク
プレミアムフード：産地直送!! 生ガキ限定50食
プレミアムドリンク：通常バルと同じ
牡蠣師が厳選した産直の牡蠣をふっくらと焼き上げてま
す!!レモンをかけて、スパークリングで流し込んで下さい!!

お店の紹介コメント
生牡蠣をはじめ、Tボーンステーキ、イタリア直送の珍し
い生ハムやサラミなどを、本場イタリアでも料理経験のあ
るシェフが楽しく美味しく調理します。

☎055-972-2234　三島市本町12-15
通常営業／ランチ11：30～15：00、ディナー 18：00～23：00　定休日／不定休　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験36 ナンバーズBar倉田 バル時間／18：00～24：00

プレミアムフード：ドライフード
プレミアムドリンク：ウィスキー各種
少し贅沢なウィスキーをのんびりと味わってくださ
い。

お店の紹介コメント
路地裏にあるカウンター 8席の小さなバーです。

☎055-981-2010　三島市本町5-13
通常営業／ 18：00～26：00　定休日／不定休　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験30 ナンバーズ

みしまプラザホテル カフェレストラン セゾン バル時間／17：00～22：00
（プレミアムは20：00まで）

フード：豚バラ肉のバルサミコ煮込み
ドリンク：グラスワイン赤・白、ソフトドリンク各種
プレミアムフード：プチオードブル2品と選べるメイン料理
プレミアムドリンク：ワイン赤・白、ソフトドリンク各種
箱根山麓豚をバルサミコで甘酸っぱく仕上げました。
ワインと一緒にどうぞ。

お店の紹介コメント
本格フレンチコースやランチ＆ディナーなどのメニューは、
地場の箱根西麓野菜などの採れたて厳選野菜をふんだ
んに使用。素材の持ち味を生かしたさっぱりしつつも奥深
い味わいで、多くのお客様に愛されています。その他ホテ
ルメイドのスウィーツや軽食等、ティータイムメニューも
ご用意しております。ホテルならではのくつろぎと共に、カ
ジュアルフレンチをご満喫いただけます。

☎055-976-2303　三島市本町14-31
通常営業／ 7：00～21：00 ランチ11：30～14：00（L.O） ディナー 17：00～20：00（L.O）　定休日／なし

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験34 ナンバーズ

骨だしカレー 片岡屋 バル時間／11：00～15：00

フード：やわらかスペアリブのスパイスカレー
ドリンク：ハイボール、赤・白ワイン、グラスビール、ソフト
ドリンク
スパイスカレーとは基本の4種類のスパイスを使っ
て素材の味を引き出した新しい日本生まれのカレー
です。今回はバル限定でスペアリブの旨さを存分に引
き出したカレーになってます。

お店の紹介コメント
当店はお陰様で今年7月に5年目を迎えることができ、
新たにスパイスカレーをメニューにいれました。形にとら
われないこのカレーは色々なバリエーションを持っている
ので、今後も様々なスパイスカレーを提供していく予定で
す。

☎055-928-7744　三島市本町12-15 グリーンテラス山田園2F
通常営業／ 11：00～15：00、17：00～20：00　定休日／不定休　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験35 ナンバーズ

つつんであげる店・ほっこり空間 圭縁（どどえん） バル時間／12：00～14：00
　　　　　 17：00～23：00

フード：おつまみプレート（三味一体鶏唐揚げ、生ハム包
み揚げ、クリームチーズボール）
ドリンク：生ビール、ハイボール、赤・白ワイン、焼酎、カク
テル、ソフトドリンクなどバルメニューから一杯。
当店人気の国産鶏の唐揚げに二味を追加し一串に！
異なる三味をご堪能下さい。生ハムの甘食材の包みは
塩気と甘さがグー。〆にクリームチーズで爽やか！

お店の紹介コメント
夫婦二人のアットホームな、小さな居酒屋。内装は洒落て
いますが、店主は至って気さく（笑）鶏の唐揚げ、ナポリタ
ン、オリジナルドリンク、ネーミングに拘り。お一人様、仲
間同士、8名から貸切など色々なシーンで、ご利用下さい。
21時30分以降は、Barタイム。落ち着いた音楽と共に、
ゆったりお過ごし下さい。

☎055-956-2073　三島市本町2-18 田村ビル1F
通常営業／ 18：00～24：00　定休日／月曜日・第3日曜日　

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験31 ナンバーズ

大衆居酒屋 輪人村 バル時間／16：00～21：00

フード：焼きそば肉巻きとヤングコーン巻き
ドリンク：ソフトドリンク・アルコール（バルドリンクメ
ニューの中から）1杯
おみやげ：焼きそば肉巻きとヤングコーン巻き
裏メニューの焼きそば肉巻きがまるまる1本食べれ
ちゃう。

お店の紹介コメント
創作野菜肉巻き＆串焼き・やきとり・肉寿司など美味しい
ものと名物村長が元気一杯の居酒屋。

☎055-919-6002　三島市芝本町12-23
通常営業／ 17：00～24：00　定休日／火曜日

通常バル バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ26 Loose The Bar バル時間／18：00～22：00

フード：イズシカ・イノシシ・ジャーキー他
ドリンク：カクテル・ウィスキー・ノンアルコールカクテル

お店の紹介コメント
裏路地の小さなBarです。お気軽にどうぞ。

☎055-972-6975　三島市本町3-14
通常営業／ 19：30～2：30（about）　定休日／日曜日（連休の場合は月曜日）

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ32

焼き鳥カフェ 鶏小屋 バル時間／17：00～23：30

フード：おまかせ焼き鳥2本、胸肉の梅肉あえ
ドリンク：バルドリンクメニューから1杯
当店のオススメ焼き鳥とサッパリした胸肉の梅肉あ
えをお好きなドリンクとともにご堪能下さい。

お店の紹介コメント
シックで落ち着きのある照明、心地よい音楽。当店ではお
客様がゆったりお食事をご堪能いただけるようなお店作
りを心がけています。気心知れた仲間と、もちろんお一人
でも、心行くまでお食事をお楽しみ下さい。当店でお出し
する鶏肉、牛肉は全て国産のものを使用しています。新鮮
さはもちろんの事、品質にもこだわり安心してお召し上が
りいただけます。

☎055-972-1113　三島市本町4-4
通常営業／ 17：00～24：00　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ27

さはもちろんの事、品質にもこだわり安心してお召し上が

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

Café & Bakery グルッペ バル時間／11：00～18：00

フード：ハンバーグプレート ドリンク：コーヒー or紅茶
おみやげ：みしまコロッケぱん・みしまフルーティキャロッ
ト・まんぷく芋どらやき・ベルギーワッフル・カネールコック
カスティラ　各1個ずつ入ったお土産バッグ
おみやげバルは毎年購入のお客様もある、人気のお得バッグです。
三島ブランドの3品と食感も楽しいワッフル、伊豆韮山代官江川
太郎左衛門も食したおやつの再現カネールコックカスティラ入り。

お店の紹介コメント
平成10年静岡県都市景観賞最優秀賞受賞以来、市民
の皆様が庭でパンと珈琲を召し上る姿が定着しています。
店内は街並みを眺めながら過ごせ、原材料からこだわっ
たパンが並びます。

☎055-973-1153　三島市本町2-27
通常営業／ 9：30～18：30　定休日／なし、年末年始のみ

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ33

COAOO コアオー バル時間／11：00～15：30

フード：クリームシチュー
ドリンク：コーヒーかTEA
野菜たっぷりクリームシチュー

お店の紹介コメント
ORCHESTRA改め「COAOO」「コアオー」です。カフェ・
ギャラリー（レンタルスペース）となっています。

☎055-972-7505　三島市本町1-27 山口ビル1F東側
通常営業／ 10：30～16：00　定休日／不定休

通常バル バル村
子連れOK

子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験29 ナンバーズ

らぁ麺 若村（じゃくそん） バル時間／11：00～24：00

フード：あっさり煮干orこってり煮干のミニラーメンと餃子
ドリンク：ソフトドリンク・アルコール（バルメニューの中
から）1杯
デート中でもOKなニンニクの香りがしないぎょうざ
付。

お店の紹介コメント
国産片口煮干し・サバ・ウルメいわしをブレンドしてじっく
り炊いた極上スープがこだわりのらぁ麺です。

☎055-950-9160　三島市芝本町1-40 1F
通常営業／平日18：30～26：00　日中営業はお問い合わせください　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ25

初参加

初参加

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

子連れOK

子連れOK

子連れOK

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ
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三島イタリアン マリオパスタ バル時間／11：00～21：00

フード：A. バル限定！A5ランク長泉和牛の肉寿司　芽ネギ添
え。B. 幸せのクレームブリュレとカカオ65%のガトーショコラ
ドリンク：グラスビール、赤・白ワイン、ハイボール、ソフトドリンク
プレミアムフード：【富士の名月】黄金カルボナーラ
プレミアムドリンク：通常バル＋モスカートペタロ（スパークリングワイン）
赤ワインで炊いたシャリに長泉和牛の炙りをのせました。プレミアムバルは当店人気
のカルボナーラとマツコさんがTDLで飲んだ噂のお酒！これがとっても合います！

お店の紹介コメント
三島の野菜が中心の前菜ビュッフェともちもち自家製生
パスタが自慢のお店です。テーブルに焼き立てピザが丸
ごと一枚運ばれてくるオーダーバイキングも始まりまし
た。子供に大人気チョコファウンテンやシャーベットが作
れるアイスクックなどご家族で楽しめるお店。誕生日のサ
プライズ（無料）などもお気軽にご相談下さい。

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験47

バル    
クーポン

♫

実施店実施店
☎055-973-0550　三島市南本町7-17　通常営業／月～金 11：00～15：00（L.O 14：30）17：30～21：30（L.O 21：00）
土日祝 11：00～21：30（L.O 21：00）　定休日／無休（月曜日ディナーはお休み）

ナンバーズ

鮨いなりや バル時間／13：00～18：00

フード：いなりや特製寿司
ドリンク：味噌汁・お茶
創業50年いなりやです。いなりやのおいなりさんは、
昔ながらのどこか懐かしい、お子様にも喜ばれる美味
しさです。

お店の紹介コメント
創業50年いなりやです。いなりやのおいなりさんは、昔
ながらのどこか懐かしい、お子様にも喜ばれる美味しさで
す。

☎055-975-2774　三島市北田町6-17
通常営業／ 10：30～20：00（ランチ11：00～14：00）　定休日／木曜日　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験44 ナンバーズ

Bar 客家 バル時間／19：00～23：00

フード：スペイン産生ハム
ドリンク：クラフトビール、ワイン、カクテル、ウィスキー、
ノンアルコール（メニューボードの中から1種類）
今回も地元のフルーツを使用したカクテルをご用意
しております。

お店の紹介コメント
一日の疲れをいやす会話スペース。ちょっとお洒落な
バーです。ゆかいに過ごすそんな客の家ではゆっくりとく
つろいでおいしいお酒を…

☎055-971-9655　三島市北田町7-3
通常営業／ 18：00～25：00　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ43

craft beer + wine abierto バル時間／17：00～23：00

フード：豚レバーの炙りコンフィ、砂肝スモークのピン
チョス
ドリンク：ビール（2種）、ワイン（赤・白）、ソフトドリンク
各種
ベアードビールは1樽のみ!!レバーも砂肝も、ビール
にもワインにも相性抜群です!!

お店の紹介コメント
H30.6.20グランドオープン!!ヨーロッパのアンティーク
感ただよう、おしゃれな空間で樽生クラフトビールや世界
各国のワイン、旬の地元食材を使用した欧州料理を堪能
してください!!

☎055-943-9124　三島市本町12-14 コイケビル1F（デリーパレス跡地）
通常営業／ 17：00～24：00（L.O 23：00）　定休日／火曜・第3月曜

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ38

Cafe & Bar Ocean バル時間／16：00～22：00

フード：白ワイン香るからあげ
ドリンク：ビール・ハイボール・焼酎・各種カクテル・ノンアルコールカクテル
プレミアムフード：下田の海鮮三点盛り
プレミアムドリンク：ビール・ハイボール・焼酎・カクテ
ル・日本酒・ノンアルコールカクテル
OCEANオリジナルの白ワインにつけた人気No.1メニューです！口に入れ
たら鼻から香るワインの風味とジューシー感がたまらないおいしさです♡

お店の紹介コメント
“大人気の隠れ家ダイニングバー”をテーマに営業してい
ます！お客様の予算に合わせてコース内容・和・洋・中と
ジャンルが選べる旬の食材おまかせコースがオススメで
す♪お気軽にお電話して下さい！

☎080-2657-5677　三島市南本町20-32
通常営業／ 19：00～24：00　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ41

Cafe & Darts Flores バル時間／18：00～24：00

フード：ビアソーセージ
ドリンク：店内のバルメニューの飲物
プレミアムフード：Flores特製ローストビーフ
プレミアムドリンク：店内（プレミアムバル）のお好きな飲物
ビールにとても合うビアソーセージ。見た目はソーセー
ジっぽくないけど味はソーセージ。一度ご賞味下さい。

お店の紹介コメント
みんなが笑顔になれる楽しいお店です。プロのダーツプ
レイヤーもいます。お気軽にお越し下さい。

☎055-943-9103　三島市本町12-8 SOHOビルプラス1 3F
通常営業／ 20：00～LAST　土日20：00～LAST　定休日／不定

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ40

MISHIMA TERRACE バル時間／11：30～ 15：00
　　　　　 17：30～ 20：30

フード：トマトバーグ ブイヨン仕立て
ドリンク：桃のスパークリング、ベリーニ、ノンアルコール
もできます。
トマト1つ丸ごと使ったハンバーグスープ仕立てで
さっぱりと仕上げました。イタリア生まれのカクテル、
ベリーニと合わせてお楽しみ下さい。

お店の紹介コメント
風車が目印の気軽にお酒・お食事が楽しめるお店です。
楽しいお酒とクラッシックな西洋料理がベースのかしこ
まらないフードメニューをゆったりとくつろげる、お洒落
な空間で是非ご堪能下さい。

☎055-928-7100　三島市南本町1-2
通常営業／ 11：00～15：30、17：00～ラスト　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ39

gawa三島 バル時間／14：00～18：00

フード：毎回大人気！シェフ特製デザート盛り合わせ（先
着400名様）
ドリンク：コーヒー or紅茶
今日の〆はgawaのデザートで！バルをもっと素敵
な思いにさせます。

お店の紹介コメント
三島・伊豆素材フレンチです。
【外食の時間に幸せを感じるあなたへ】
かしこまらない本格フレンチお楽しみください。
大切な記念日や歓送迎会、会社の懇親会、女子会、gawa
にお任せください。
予算：ランチ2,500円～、ディナー 5,000円～。

☎055-976-2303　三島市北田町14-31
通常営業／ L 11：40～13：30（L.O）、D 18：00～21：00（L.O）　定休日／日曜、木曜ランチ

通常バル 初参加バル村プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ42

ラーメンやんぐ バル時間／17：00～21：00

フード：生搾りレモンラーメン
ドリンク：サイダー orウーロン茶orオレンジジュース
おみやげ：やんぐステッカー
鶏と魚介のスープにレモン１個分の果汁を搾ったさ
わやかなラーメンが女性を中心にご好評いただいて
おります。

お店の紹介コメント
陽当たりが良くて風が気持ちいい三島田町駅前でカウン
ターだけの小さなラーメン屋やってます。アーティストの
作品を展示したり、雑貨屋さん等のポップアップショップ
をやったり自由に楽しんでます。風感じにきてください。

☎055-939-8622　三島市北田町6-21
通常営業／ 11：30～15：00、17：30～20：30　定休日／木・日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ45

雨降り 喫茶と民藝 バル時間／16：00～22：00

フード：ブラウニー
ドリンク：アイスチャイ
プレミアム：山岳民族のブレスレット
濃厚でしっとりとしたブラウニーにはしっかりスパ
イスの効いたチャイが合いますよ。
お土産は、タイの山岳民族が作った、ミサンガを！

お店の紹介コメント
三島田町の駅前で、小さな喫茶と民藝店を営んでおりま
す。
喫茶はチャイをメインに、民藝はアジアで買い付けてきた
民藝雑貨をメインに展開してます。ゆっくりくつろげる空
間をご用意してお待ちしております。

☎090-7696-7520　三島市北田町3-55,2階
通常営業／水木 11：00～21：00 金土 11：00～23：00 日 8：00～23：00（モーニングやってます）　定休日／月火

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ46

大衆酒場  三十飛三島店 バル時間／17：00～23：00

フード：三十飛コロッケと牛赤身肉の串焼き
ドリンク：500円以下のドリンクすべて
当店一押しの三十飛コロッケと油少なめの食べやす
い牛赤身肉の串焼きです。

お店の紹介コメント
安い美味いボリューム満点な大衆酒場です。
宴会場も完備してます。

☎055-972-5539　三島市本町12-19
通常営業／ 17：00～24：00　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験37 ナンバーズ

子連れOK

子連れOK

赤ホルモンスコップ 三島本店 バル時間／17：00～21：00

フード：赤ホルモンorセセリor梅ささみ 1皿
ドリンク：ソフトドリンク、アルコール（バルメニューの中
から）1杯
おみやげ：セセリ
スコップ人気の3種類の中から1皿選んで遠赤外線
の昔懐かし七輪で新鮮なプリプリお肉をご堪能下さ
い。

お店の紹介コメント
三島広小路駅より徒歩3分!!七輪炭火焼き赤ホルモンと
生キムチの店。※赤ホルモンは辛くありません。

☎055-973-5839　三島市泉町2-1
通常営業／ 18：00～24：00　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ48

バル    
クーポン

♫

実施店実施店



プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ

プレミアム バル期間のみ味わえるプレミアムメニュー。バルチケット2枚でお召し上がりいただけます。

今年は全店舗でナンバーズのWチャンスがお楽しみいただけます！
チケット右上のバルナンバーをチェック！ナンバーズ

15 16

萬来軒 バル時間／12：00～19：30

フード：サンマーメン or カレーライス
ドリンク：ソフトドリンク or ウーロンハイ
創業した昭和25年から営業している昔ながらのラー
メン屋です。三島バルに繰り出す前に懐かしいラーメ
ンを食べて下さい。

お店の紹介コメント
気さくなお店ですので気楽にお立寄り下さい。

☎055-975-1430　三島市広小路町2-16
通常営業／ 11：30～20：00　定休日／木曜日　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験55 ナンバーズ

ラテンレストラン ピカパウ バル時間／11：30～22：00

フード：セビチェ（Ceviche）ペルー風魚介類レモン単汁マリネ
ドリンク：輸入ビールorワインorサングリアorフルー
ツジュース
世界で最も有名なペルー料理。白身魚、海老、タコなど
を塩とレモン汁、ボリビアの特殊なトウガラシ、赤玉
ねぎ、パクチーであえた魚介類のマリネです。

お店の紹介コメント
南米の様々な国、ボリビア、パラグアイ、ペルー、チリ、メキ
シコなどの代表的な料理と海外のビール、ワイン、カクテ
ルなどを手ごろな価格で楽しめるラテンレストランです。

☎055-976-1156　三島市広小路町4-7 タカハシビル1F
通常営業／ 11：00～22：00　定休日／月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験58 ナンバーズ

il cocciuto イル・コッチュート バル時間／14：00～22：00

フード：ガーリックトマトと生ハム・サラミのブルスケッタ、
パルミジャーノがけ
ドリンク：赤・白ワイン／プロセッコ／ミモザ／ベリーニ
／ソフトドリンク
カリッと焼いたバゲットの上にお店の人気メニュー
を散りばめました。

お店の紹介コメント
イタリアワイン専門のワインバー。イタリア産生ハム、サラ
ミを中心にワインに合うおつまみ、パスタ他で皆様のお越
しをお待ちしてます。

☎055-941-7599　三島市泉町14-10
通常営業／ 18：30～LAST　定休日／日曜日＋不定休　

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験53 ナンバーズ 割烹 登喜和 バル時間／15：00～22：00

フード：季節の前菜盛合せ
ドリンク：小ビール・日本酒・ワイン・ソフトドリンク
プレミアムフード：季節の前菜盛合せ
プレミアムドリンク：特選地酒3種飲み比べ
当店の人気メニューを一度に楽しめます。是非この機
会に登喜和の味をお楽しみ下さい。

お店の紹介コメント
素材を活かしながら ひと手間ふた手間かけた料理を 落
ち着いた雰囲気の中でお召し上がりください。
お一人様から40名様までご利用可能です。

☎055-975-3312　三島市広小路町1-41
通常営業／ 11：00～14：00（13：30L.O）、17：00～22：00（21：00L.O）　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ59

cafe bar RITORNO バル時間／12：00～20：00

フード：イタリアのソウルフード ピアディーナ～無発酵の薄焼きパンに地元の野菜とプ
ロシュート(ハーフ)orクリームチーズと伊豆蜂蜜 のローマ風薄焼きピッツァ（ハーフ）
ドリンク：カフェメニュー・イタリアのスパークリング ワイン・ワイン・ジュース
プレミアムドリンク：gioielli（大切に育てられた地元の旬のフルーツをイタ
リアのスパークリングワインに贅沢に浮かべたカクテル。ノンアルコールス
パークリングワインのご用意もあります）
リトルノの人気メニューをお気軽にお楽しみください。テイクアウトOK。

お店の紹介コメント
イタリアの生活に欠かせない地元密着のお店バール。通
し営業でコーヒー・アルコール・お食事・デザートがいつ
でも楽しめます。

☎055-981-7557　三島市泉町14-16 1F　通常営業／月～土 11：00～23：00
〈夜更かしの時間〉月火木金土23：00～27：00〈日曜のゆるカフェ時間〉11：00～16：00　定休日／第3日曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ52

肉室牛（にくむろじ） バル時間／15：00～21：00

プレミアムフード：厳選黒毛和牛2品
プレミアムドリンク：赤ワイン、スパークリングワイン
大判にカット「極上黒毛和牛希少部位」を店内4席の
みのカウンター越しに店主自ら丁寧に焼き上げます。
本当に美味しい焼肉を味わいたい方は是非お越しく
ださい。（当店通常価格3000円相当）

お店の紹介コメント
～白雪通り路地裏の完全予約制焼肉小屋～
座席/カウンター 4席（3名以上にて貸し切り）
食事/黒毛和牛厳選部位7種おまかせ焼きコース1万円～
（焼き方、味付けまで一品ずつこだわり抜いた究極の焼肉）
ランチ/5千円～1万円 ご予算に応じてコースにて
ドリンク/幅広くご用意。上級ワインも取り揃えております。
※ご予約は事前にお電話にてお願いします。

☎070-2221-8929　三島市本町6-6
通常営業／ 11：30～14：30　16：30～24：00（昼夜とも完全予約制）　定休日／月・火

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ50

中国料理 麒麟 バル時間／11：30～13：30
　　　　　 15：30～21：00

フード：エビチリor油淋鶏と焼売
ドリンク：生ビール・紹興酒・烏龍茶
プレミアムフード：アワビの茶碗蒸し・焼売
プレミアムドリンク：グラス生ビール・紹興酒・烏龍茶
プリプリサクサク

お店の紹介コメント
こだわりの中国料理を是非！

☎055-973-1474　三島市泉町14-10
通常営業／ 11：30～13：30 LO  18：00～21：30LO　定休日／不定休

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ54

VITIS vineria バル時間／12：00～23：00

フード：デザート カボチャのボネ
ドリンク：カフェ（コーヒー又は紅茶）
プレミアムフード：豚肩の煮込み
プレミアムドリンク：セレクトワイン（泡又は白又は赤）
三島のカボチャを使用したイタリアピエモンテ州の濃
厚なプリンです。豚肩ロースをやわらかくトマトと煮
込みました。VITISセレクトワインとお楽しみ下さい。

お店の紹介コメント
イタリア料理と300種以上のワインを楽しめるお店です。

☎055-955-9734　三島市本町6-18 青島ビル1F
通常営業／月・火・木・金17：30～24：00（L.O） 土日祝12：00～14：00（L.O）、17：30～24：00（L.O）　定休日／水曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ49

幸華 バル時間／11：30～20：00

フード：大エビ餃子（ぎょうざ）+プチサラダorホルモン
スタミナ焼+プチサラダ
ドリンク：酒：生ビールor角ハイボール、ソフトドリンク：
コーラorオレンジジュースorウーロン茶
エビ餃子は26-30サイズのビッグエビがインでプリ
プリ!!ホルモンはボリューム・スタミナ満点!!お疲れ
気味のおとうさん、最高です!!

お店の紹介コメント
バルは毎回出血大サービスでおもてなしいたします。

☎055-975-0344　三島市広小路町2-20
通常営業／ 11：00～20：00（ラストオーダー）　定休日／毎火曜と月第3水曜

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ56

Sorriso バル時間／17：00～24：00

フード：揚げピザ（マルゲリータorクアトロ［チーズ4種］
ドリンク：生ビール、ハイボール、ワイン（白・赤）、ソフトド
リンク
おみやげ：揚げピザ、シナモンボール
自慢の揚げピザの中で、人気の高いマルゲリータとク
アトロのどちらかをお選び頂けます。もちもちの食感
を是非お楽しみ下さい。

お店の紹介コメント
バルに初めて参加させて頂きます。店内は、カウンターと
テーブル席もあり、お一人様でもお気軽にお立ち寄り下
さい。

☎055-973-0766　三島市広小路町3-16
通常営業／ 17：00～24：00　定休日／火曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム

体　験 ナンバーズ57restaurant Caro バル時間／11：30～14：00L.O
　　　　　 17：30～21：30L.O

フード：①ジェノベーゼパスタまたはキャベツPIZZAと
前菜盛り合わせ。②はちみつたっぷりティラミスとドル
チェ盛り。
ドリンク：バルメニューよりお選び下さい。
カーロ3大名物！ジェノベーゼパスタ・キャベツピ
ザ・パティシエの作るデザート達!!テラス席もテーブ
ルが増えて待ち時間少なく提供します。

お店の紹介コメント
開店してもうすぐ5年。テラスでBBQもできるイタリアン
レストランです。広小路のほとりで隠れ家的にいつでも笑
顔でお待ちしてます。

☎055-971-2355　三島市南本町3-26 共栄ビル1F
通常営業／ランチ11：00～14：00 L.O  14：00 CLOSE、ディナー 17：30～21：30 FLO　定休日／火曜日、第3月曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ51 おみやげ

Biarritz café バル時間／15：00～24：00

プレミアムフード：ラクレット
プレミアムドリンク：ワイン・生ビール・ソフトドリンク
以前好評だったラクレット!!またやりま～す！

お店の紹介コメント
三島のBASQUE（バスク）・ワイン・ナチュラルチーズ・生
ハム・おふくろ料理

☎055-973-7086　三島市広小路町4-3
通常営業／ Sunset～26：00　日・祝日 Sunset～24：00　定休日／火曜日・第3水曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOK

プレミアム
おみやげ 体　験 ナンバーズ60


