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ピッツェリア バール ディチョット バル時間／16：00～23：00

フード：A. ピッツァマリナーラとマルゲリータのハーフ＆
ハーフ B. トリッパ（牛胃）のトマトソース煮込みバケット添え
ドリンク：生ビール、白・赤ワイン、ハイボール、ウーロン
茶、ジンジャーエール、オレンジ
薪窯で焼き上げたピッツァ、又は隠れ人気メニューの
トリッパの煮込みを御用意しましたので楽しんで下
さい！

お店の紹介コメント
ピッツァや小皿料理で軽く一杯でも。
しっかりお食事でも。
その日の気分でふらりとどうぞ。
アスルクラロ沼津好きのスタッフ達がお待ちしています！

☎055-973-6699　三島市広小路町9-4 第1長倉ビル
通常営業／ 18：00～23：00（L.O） ※日曜日のみ21：00（L.O）　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68 ナンバーズ

MARU MARU（旧ビアバール丸々） バル時間／17：30～23：00

フード：生ハム
ドリンク：クラフトビール、ワイン赤・白、自家製サングリ
ア、シェリー酒、ソフトドリンク
プレミアムフード：シーフードフィデウア
ペイン産生ハムをつまみにお好きなドリンクを!!プ
レミアムフードの「フィデウア」はパスタのパエリア。
珍しいメニューですので、ぜひ!!

お店の紹介コメント
日本国内外の樽生クラフトビールを常時7種以上、スペ
イン産を中心とした各国のワイン、シェリー、自家製サン
グリアなど美味しい飲み物が揃っています！また、地元食
材を使ったスペイン料理を提供しています!!

☎055-981-3002　三島市広小路町10-1 小田切ビル2F
通常営業／ 17：30～24：00　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69

RAI4 バル時間／11：00～15：00
　　　　　 17：00～24：00

フード：自家燻製の盛り合わせ（ソーセージ、ベーコン、チーズ）or RAI4ワッフル
ドリンク：生ビール、カクテル、サワー、ソフトドリンク各種、70種類あり。
おみやげ：上記のもの
プレミアムフード：あしたか牛ローストビーフ ごはんorパン付
プレミアムドリンク：生ビール、カクテル、サワー、ソフトドリンク各種、70種類あり。
7年間燻製をしてきました。最高の一品をお届けしますので、
よろしくお願いします。甘いワッフルも選べます。

お店の紹介コメント
今回は昼もやります。おみやげもプレミアムもやります。
元気一杯で営業してますので、よろしくお願いします。

☎055-991-2828　三島市広小路12-11
通常営業／ 18：00～27：00（L.O 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65

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

Lantern バル時間／17：00～23：00

フード：ローストビーフ
ドリンク：和梨のフレッシュフルーツカクテル
国産牛を使用した『ローストビーフ』と和梨のカクテ
ルを今年もやります！まだ召し上がったことのない
方はぜひ!!

お店の紹介コメント
イタリアンベースの料理と国産牛のいろいろな部位をス
テーキでお出ししています。当日可能なコース料理もご用
意しております。ソムリエ厳選のワインと共に。

☎055-950-8371　三島市広小路町1-37 臼井ビル2階
通常営業／ 12：00～14：00（L.O13：00）　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61

ら～麺道場・英㐂家 バル時間／18：00～22：00

フード：ジャンボ角煮あぶりチーズ
ドリンク：ドリンク各種1杯サービス
12時間煮込んだ豚の角煮にあぶりチーズ！
合わない理由がない!!!!

お店の紹介コメント

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62

dining ROUTE39 バル時間／11：30～14：00
　　　　　 17：00～23：00

フード：A. ミニプレート（3種サラミ・ラタトゥイユ・チキ
ンオーブン焼き）B. フレンチトーストアイスのせ
ドリンク：お好きなドリンク1杯（メニュー内）
おみやげ：ROUTE39タコス＆スープ（限定30食）
プレミアムフード：数量限定ランチ
プレミアムドリンク：お好きなドリンク1杯（メニュー内）
お気軽にお立ち寄り下さい。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

お店の紹介コメント
種類豊富なカクテル・充実したフードメニューを、お手頃
な価格でお楽しみいただけます。お店が2階にあるため、
立ち寄りづらい印象がありますが、扉を開くと男女問わず
幅広い世代の方がお一人様からゆっくりと過ごすことので
きる落ち着いた空間が広がっています。女子会・男子会な
ど、お客様のご要望によるパーティー等も承ります。貸し切
りも可能です。是非一度気軽なお気持ちでご来店ください。

☎055-960-8807　三島市広小路町10-1 小田切ビル2F南側
通常営業／ 17：30～26：00（Food L.O 25：00、Drink L.O 25：30）、日・水曜日（Food L.O 23：00、Drink L.O 23：30）　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 ナンバーズ70

ムゼット バル時間／12：00～13：30
　　　　　 17：30～22：00

フード：A. 富士山岡村牛のローストビーフ丼　B. 三島二十四節
気季節の生パスタ　C. ドルチェプレート（デザート盛り合わせ）
ドリンク：生ビール・スパークリングワイン・ランブルスコ
などワイン各種・レモンサワー・ソフトドリンク各種
おみやげ：カタラーナ（濃厚プリン味のアイスケーキ）［冷凍］限定15個
プレミアムフード：富士山岡村牛のステーキ
プレミアムドリンク：厳選ワイン+通常ドリンク
プレミアムおみやげ：富士山岡村牛のプレミアム重（売切御免）

今回も選べるバルメニュー！
お店の紹介コメント
静岡の旬の食材を中心に使った手づくりにこだわるイタ
リア料理店です。看板メニューは、丸いフォルムが特徴の
肉汁たっぷりモッツァレラチーズ入りハンバーグ「ピエ
レーゼ」。自家製生パスタにも力を入れています。節気ご
とにかわる三島二十四節気 季節の生パスタもおすすめ。
手抜きなしのドルチェもお忘れなく！

☎055-976-6623　三島市広小路町7-20 TTビル101
通常営業／ 11：00～14：00頃L.O./17：30～21：30頃L.O.　定休日／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66

三嶋水産 バル時間／17：00～24：00

フード：牡蠣、特製卵焼、イワシの梅フライ
ドリンク：生ビール・サワー各種・ハイボール・焼酎各種・
日本酒・ワイン・ソフトドリンク各種
今年はイワシの梅フライと玉子焼が付きます。カキ好
きの方はぜひご来店ください。

お店の紹介コメント
自分で焼く浜焼きスタイルの居酒屋です。貝類、干物を目
の前のコンロで焼いていただきます。その他、新鮮なお刺
身、三島野菜等ご用意しております。

☎055-973-8929　三島市広小路町1-37
通常営業／ 17：00～24：00（23：00L.O）　定休日／月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）

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63

二代目 酒菜屋 真輝 魚斬 バル時間／17：00～22：00

フード：A. お刺身盛り合わせ　B. 手包み餃子と茹で鶏
葱生姜かけ（小鉢一品）
ドリンク：生ビール、日本酒（2種）、角ハイボール、サワー
各種、ソフトドリンク各種
A. 沼津港の信頼する仲買人さんより仕入れるお刺身
を是非食べてみて下さい。B. 手で一つ一つ皮いっぱい
につめたパンパンの餃子を食べてみて下さい。

お店の紹介コメント
昨年10月にオープンした二代目 酒菜屋 真輝 魚斬です。
沼津港より仕入れるおいしい刺身と、手包み餃子のお店
です。バル当日は餃子は仕込みの都合、100食限定とさ
せていただきます。

☎055-972-2006　三島市
通常営業／月・水・木・金・土17：00～24：00　日・祝日17：00～23：00　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71

Bistro18（Juhachi） バル時間／17：00～23：00

フード：ブランケット・ド・ボー（仔牛のクリーム煮）バターライス添え
ドリンク：スパークリングワイン、赤・白ワイン・ソフトドリンク
プレミアムフード：牛ハラミステーキ、アメ色玉ネギのフォンドボーソース
プレミアムドリンク：スパークリングワイン、赤・白ワイン・ソフトドリンク
口に入れるとホロホロととろけるような柔らかさに
煮込んだ仔牛肉、フォンドボーとクリームのソースで
口中に肉の旨みが広がります。ワインが進みます！

お店の紹介コメント
気軽にワインとおつまみを楽しんで頂けるビストロです。
ワインはフランスを中心にお客様のお好みに合うものを
グラス1杯からでもご用意いたします。料理はワインに合
うおつまみから本格的なものまで幅広く旬の食材を使い、
ご用意しております。

☎055-955-9995　三島市広小路町8-19
通常営業／ランチ11：30～14：00（土日祝のみ）ディナー 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67

パステリア地中海 バル時間／11：00～22：00

フード：①ミックスピザ②生パスタのミートソース③モン
ブランパフェ
ドリンク：①②③共に選べるドリンク
おみやげ：ラージサイズのミックスピザ
プレミアムフード：とろとろハイジのラクレットチーズ
プレミアムドリンク：選べるドリンク

お店の紹介コメント
創業42年の想い出詰まった誰もが知っているパイオニ
ア。お子様から御老人まで楽しめるアットホームなパスタ
屋さんです。

☎055-972-3630　三島市広小路町13-3 2F
通常営業／ 11：00～15：00、17：30～22：00　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64

ABCチケット バル時間／12：00～19：00

おみやげ：三島バルABCチケットラッキーチャレンジ
1枚で1回挑戦。三島バルで運試し！ルーレットを回
して商品を当てます。商品は三島-東京の新幹線券・
JCB商品券1,000円分・図書カード・テーマパークパ
スポート他。ハズレ無し。

☎055-991-6777　三島市一番町13-17
通常営業／ 9：30～19：00　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1

お店の紹介コメント
新幹線割引切符が24時間自動販売機で買える金券
ショップです。窓口では商品券や切手・印紙も販売／買取
しています。又、宝くじ・サッカーくじも販売しています。
販売例：三島⇔東京 新幹線自由席片道1枚3,730円
（270円お得）

子連れOK

子連れOK

☎55-975-2355　三島市広小路4-2
通常営業／ 18：00～翌朝3：00　定休日／水曜日

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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Melon de melon（メロン ドゥ メロン） バル時間／10：00～22：00
※品切れ次第終了

おみやげ：三島バル限定メロンパン5個セット（箱入り）。
通常価格は1,110円（込）。プレーンメロンパン×2、紅茶
メロンパン×1、あまおう苺のメロンパン×1、チョコチップ
メロンパン×1
人気のメロンパンを詰め合わせた、三島バル限定のお
得なセットです。ギフト箱入りで、おみやげにピッタ
リ！200セットは準備させていただきます。

☎055-981-3322　三島市本町8-2
通常営業／ 10：00～20：00 売切れ次第終了　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7

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

お店の紹介コメント
三島バル初参加のメロン ドゥ メロンです。毎日お店で焼
きたてのメロンパンを並べて、お待ちしております。1度看
板商品のプレーンメロンパンをご賞味くださいませ！

Meyci バル時間／10：00～18：00

おみやげ：Gift de b. & Drip Bag
宝石のように可愛く仕上げた焼き菓子「b.」の詰め合
わせと、メイシーオリジナルブレンドのドリップバッ
グのセットです。

☎055-973-0200　三島市大社町18-52
通常営業／ 10：00～18：00　定休日／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4

お店の紹介コメント
メイシーはみしまプラザホテルがプロデュースするカフェ
ブランドです。ホテルのレストラン「セゾン」が手掛けるフ
レンチサンドや焼き菓子「b.」、世界各地のスペシャルコー
ヒーなど幅広い商品を取り揃えています。

ミュージックショップ カネサシ バル時間／11：00～17：30

おみやげ：CD/川中美幸「お吉情話」（1,234円）もしく
は、中古ポピュラーLPレコード（1,000円～1,300円）
のお好きな商品
プレミアムおみやげ：キングオブ男もしくは、下田健二

☎055-971-1570　三島市一番町13-3（三島駅前通り名店街協同組合）
通常営業／ 11：00頃～17：30頃　定休日／日曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOKおみやげ 体　験 ナンバーズ2

お店の紹介コメント
今や県東部地区で2店舗しか残っていません。昔ながら
のレコード店です。

河野米店 バル時間／10：00～17：00

おみやげ：《めちゃ得4品セット》『八石米』+『じょんのび
の里』+『こがねもち切り餅8種』+『割引券』
プレミアムおみやげ：《超めちゃ得9品セット》『八石米
×2』+『じょんのびの里×2』+『こがねもち切り餅8種』+
『お楽しみ3品』+『割引券』
バル限定の超お得セット!!あのプレミアムこしひかり
2種とめちゃおいしい切り餅の3品＋αがセットに！

☎055-975-1616　三島市本町9-17
通常営業／ 10：00～18：00　定休日／土・日・祭日

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6

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

お店の紹介コメント
●少量でも【お米の量り売り】します。●希少価値のお米…
県内では当店でしか買えないプレミアムなコシヒカリは、贈
答・景品に大変喜ばれます！300円からのプチプレゼント
など、ご要望に応じて贈答や景品に対応できます。●赤ちゃ
んの出生時体重のお米で内祝い用「お誕生米」も大好評！●
その他もお気軽にご相談ください。●近郊配達無料。●全国
発送可能。●【河野米店 こうのこめてん】で検索。

伊豆コレクション「箱根八里」 バル時間／11：00～18：00

おみやげ：小田原鈴廣の上板蒲鉾１枚と中伊豆の伊豆
美屋のわさび漬１パック。
20名様限定です（通常価格では1,350円の商品です）

☎055-975-1112　住所：三島市中央町3-36
通常営業／ 9：30～17：30　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3

お店の紹介コメント
伊豆コレクション2号店の箱根八里では、三島宿周辺八
里（32km）の特産品・お土産物を販売しています。小田
原のかまぼこ鈴廣の商品も沢山扱っております。店内に
はキッチンがあり、テイクアウトのみしまコロッケ等販売
しています。三嶋大社の鳥居から徒歩1分、屋根の上の
富士山の看板が目印です。

ララ洋菓子店 バル時間／12：00～19：00

フード：お好きなケーキ1品
ドリンク：お好きなドリンク1杯
おみやげ：ベビーシュークリーム20コ入り（60箱限定）
通常バルは2階にて「ケーキセット」。おみやげバルは
大好評のベビーシュークリームです。売り切れ次第終
了となります。

☎055-975-0749　三島市広小路町13-2
通常営業／ 10：00～19：00　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8

お店の紹介コメント
芝町菊屋から洋菓子専門店になって85年、三島の地で
愛され続けたケーキ・パン・喫茶のお店です。

Body Trust バル時間／9：00～21：00

体験：新足圧療法20分コース
「痛きもちぃぃ！」足圧体験してみませんか？

お店の紹介コメント
新感覚の足圧療法の20分コースとなります。足圧療法
を未経験の方はぜひお試し下さい。

☎055-981-1616　三島市本町11-5 紅屋ビル1F
通常営業／ 9：00～20：00（最終受付）　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4

LIVEよしだや バル時間／10：00～18：30

体験：ベネフィークうるおい美肌エステ
プレミアム体験：上記体験エステ＋耳つぼジュエリー
うるおい美肌エステ：アイメークはそのままでOK!お悩み集中ゾーンの目
から下のエステです。資生堂ベネフィークとRefaの引締め技法のコラボで
お疲れ肌をリセット！うるおいと艶を感じる幸せ美肌へ。（お化粧直しつき）
耳つぼジュエリー：肩こり、目の疲れ、冷え症など身体の不調を耳のマッ
サージとキラキラな耳つぼジュエリーでサポート。

お店の紹介コメント
お客様のキレイを叶えるために肌測定でお肌を確認しな
がら、なりたい肌にむけてあなただけのアドバイスで一緒
に美肌をつくります。
化粧品だけではなく、かわいいアクセサリーやバックなど
気分が上がる雑貨も取り揃えています。
健やかな肌とお気に入りを見つけにお越しください！

☎055-975-1243　三島市中央町3-44
通常営業／ 10：00～18：00　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 ナンバーズ2

VARIOUS hair & SPA バル時間／12：00～18：00

体験：ヘッドスパ for SP
今回は人気のSPトリートメントとヘッドスパを組み
合わせた特別メニューでご用意しました。サラサラの
髪で気持ちよく三島の街へお出かけ下さい。

お店の紹介コメント
丁寧なカウンセリングと施術を心がけ、カラーリングのバ
リエーションは薬剤だけでなく、パーソナルな対応を心掛
けています。ロマンチックな雰囲気の店内でゆったりとお
くつろぎ下さい。

☎055-955-9898　三島市南本町6-26
通常営業／ 9：00～18：00　定休日／毎月曜、第3日曜

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3

三嶋大社正式参拝ツアー バル時間／13：30～14：20

体験：神社の参拝の仕方ってちゃんと知ってますか？
なんと三嶋大社の神職から直々に正式参拝の作法を
教わることができます！御本殿での正式参拝・お祓い
のほか、普段は入ることのできない神域への案内や、
宝物館の拝観まで！是非この機会に三嶋大社の魅力
を満喫してみては！？

集合場所（三嶋大社鳥居前）
◆ツアー行程
１．神職による三嶋大社の歴史・参拝作法の説明
２．御本殿での正式参拝
３．お祓い　４．神域（本殿裏）のご案内
５．三嶋大社境内のご案内　６．宝物館拝観
　 三嶋大社内で解散

お申し込み・お問い合わせ／☎055-941-5691　三島市一番町17-1

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

善ZEN整体院 バル時間／12：00～17：00

体験：ハイボルテージ・筋肉調整（20分、予約制）
プレミアム体験：産後骨盤矯正
首、肩、腰、膝などの痛みやコリに対して、その方の状
態に合わせた施術をしていきます。

お店の紹介コメント
平成29年4月より開院しました。地域の患者様の症状に
対して根本改善、痛みの再発しにくい身体づくりを目指し
ています。予約優先制ですので、お待たせすることも少な
いです。キッズコーナー・ベビーベッド完備しています。よ
ろしくお願い致します。

☎055-956-3205　三島市泉町12-23 三幸ビル1F
通常営業／平日9：00～12：00、14：00～19：30 土9：00～13：00　定休日／日・祝日

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5

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

※申込期限：9月30日（土）16時まで先着20名様　※幼稚園児以下は無料

戸田塩だっ手羽　三島直売所 バル時間／11：30～20：00

おみやげ：戸田塩だっ手羽8てば
今回はおみやげのみの参加となります。８てば入り
1040円がチケット１枚でお得に購入できます！！
バル終了後はぜひバルクーポンをご利用ください。

☎090-2921-5212　三島市北田町2-23
通常営業／ 11：30～20：00（火～金営業）　定休日／土・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5

バル    
クーポン

♫

実施店実施店

お店の紹介コメント
三島田町駅前にある手羽先から揚げ専門店です。テイク
アウトが主ですが、イートインも出来、ちょい呑みもOKで
す。

ナンバーズ

ナンバーズ

ナンバーズ

プレミアム
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ワールド・スマイル・プロジェクト バル時間／13：00～18：00

フード：肉巻きおにぎり
ドリンク：デトックスウォーター（りんご、オレンジ、グレー
プフルーツ）
食べごたえある手作り肉巻きおにぎりと果物を使っ
た自然な甘みのデトックスウォーターはいかがです
か？？

お店の紹介コメント
私達ワールド・スマイル・プロジェクトは日本大学国際関
係学部の公認学生団体です。主な活動は、私達が開発し
たヘルシーなメニューをご購入いただき、その一食のうち、
20円を貧しい国の子供達に寄付することです。この活動
は、TABLE FOR TWOと呼ばれるもので、数多くの一般
企業も参加しています。

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6

岡村海苔店 バル時間／10：00～15：00

おみやげ：オリジナル味付のり（ガーリック味・ごま味）、
青混ぜのり、焼きのり
当店のオリジナル味付のり（ガーリック味・ごま味）は
無添加で身体に優しくおいしい味付のりです。青のり
が入っている青混ぜのりは香りが良く絶品です。

お店の紹介コメント
当店は、三島広小路の源兵衛川の隣にあります。散策の
ついでにぜひ立ち寄って下さい。

☎055-975-1321　三島市広小路町12-16
通常営業／ 10：00～18：00　定休日／日曜日、第三月曜日

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4

Pola三島店 バル時間／10：00～18：00

体験：ハンドトリートメント お店の紹介コメント
夏にいっぱい浴びた紫外線をリセットしませんか？
Let’s try!!

☎055-972-2172　三島市富田町7-28
通常営業／ 10：00～20：00（要予約）　定休日／日・祝日（ご予約の方のみ承ります）　

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5

EATable バル時間／11：00～18：00

フード：キッシュ、マフィン（Vegan）、チリドック（米粉パン）
ドリンク：マーレキアーロ（イタリア産ビール）、シードル
（リンゴ酒）
フード：御殿場産の食材をふんだんに使った料理。
ドリンク：喉の渇きを癒すキレの良いラガービール。
リンゴをまるごと使ったおいしいリンゴ酒。

お店の紹介コメント
地産地消にこだわった自然食カフェ。ゆっくりのんびり
「食と時」をお楽しみください。

☎0550-88-8686　御殿場市萩原812-6
通常営業／ 8：30～19：00、18：30～21：30（完全予約制）　定休日／月曜日、第3日曜日

通常バル 初参加バル村
子連れOKおみやげ 体　験3 ナンバーズ

プレミアム

柿田川湧水カレー バル時間／11：00～18：00

フード：タンドリーチキン
ドリンク：ビール
バルのスタートを盛り上げますよ！バル村でスター
ト！

お店の紹介コメント
清水町の杉山バラ園の入口にあるテイクアウトのお店で
す。手作りの地産地消にこだわった日本人のカレーです。

☎055-972-9680　駿東郡清水町堂庭199-1
通常営業／平日11：00～14：00、16：00～19：00　土日祝11：00～19：00　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1

自家焙煎珈琲工房 唐良里 バル時間／10：00～18：00

フード：作りたて三島甘藷の大学芋
ドリンク：淹れたて自家焙煎珈琲各種300円～
おみやげ：大学芋とドリップパックコーヒーのセット
三嶋甘藷（紅はるか）の大学芋と唐良里オリジナルの
かわせみブレンドをおみやげにいかがですか！

お店の紹介コメント
焼きたてのコーヒーのおいしさをもっと多くの皆様に知っ
ていただきたい！そんな想いで始めた珈琲豆屋です。常時
15種類以上の生豆を取り揃え、注文いただいてから焙
煎するスタイルにこだわって販売しています。

☎055-981-8666　三島市加茂川町4115-6
通常営業／ 10：00～18：00　定休日／土・日・祭日

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 ナンバーズ

サムシングオレンジ三島 バル時間／11：00～17：30

おみやげ：①フレーバーティー（りんご、もも、ぶどう、ゆず
の緑茶）②バルーンアート（ヨーヨーボールorフラワーブ
レスレット）③駄菓子詰合せ＋みしまるくん缶バッチ作り
体験：A. しんやお兄さんと動き遊び B. 健康テーピングご紹介
プレミアム体験：Dolly Girls キッズファッションショー（子
供服割引購入、上着・アクセサリ等貸出、メイク、写真データ）

サムオレキッズバルはお好きなものを組み合わせてお楽しみ頂けます。A. しんやお兄さんと一
緒に体を動かして遊ぼう！ポールをくぐったり、決まった色をふんだりして、ゴールまでたどり
つけるかな？遊びを通して反る曲げるの動きをつくることで、運動能力の向上につながります。
お店の紹介コメント
私たちはイベント開催を通じて地域の子育てを応援しま
す！Smile future laboratoryまるも茶店Happy Smile
☆Miyu☆キネシオスペース ルナ。みんなのえがおたまちゃ
ん食堂MIMORY-IZU オリ・アイタ・ペアペア・かわいいて

☎090-9974-5984　三島市壱町田152-8

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7

極メンチ バル時間／11：00～18：00

フード：メンチカツ2個（牛・豚）
ドリンク：ハイボール or ソフトドリンク
その場で揚げたてで提供する極上のメンチカツ。食べ
歩きにもバッチリです。店間の移動のお供にどうぞ！

お店の紹介コメント
昨年参加させて頂き、バル村にて沢山の方に美味しい！
を頂きました極メンチです。今年も最高のメンチで皆様と
三島バルを盛り上げます。

☎090-1092-4343　沼津市三枚橋町17-1 外川ビル1-3号
通常営業／ 11：00～19：00　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8 ナンバーズ

クレープショップ LinoLino バル時間／11：00～18：00

フード：クレープ（バル用のクレープ2～3種）（通常ク
レープ多数）
ドリンク：タピオカドリンク
バルチケット限定クレープとタピオカドリンクをど
うぞ。

お店の紹介コメント
キッチンカーで、クレープ販売をしているLinoLinoと申
します。三島地区初出店！こだわりの生地、たっぷりのク
リームや野菜のクレープをお楽しみ下さい。

☎090-4164-1613
通常営業／ 11：00～18：00　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10 ナンバーズ

自家製麺 味一番 バル時間／11：00～18：00

フード：ラーメンからあげ2コ付 お店の紹介コメント

☎0545-72-0380　富士市厚原1244-3
通常営業／ 11：00～14：00、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
おみやげ 体　験11 ナンバーズ

JET KITCHEN バル時間／11：00～18：00

フード：オムライス・オムキーマ・オムハヤシ
ドリンク：ビール・ソフトドリンク
店舗で人気のオムキーマ、定番のオムライス・オムハ
ヤシをご提供します。是非この機会にご賞味下さいま
せ。

お店の紹介コメント
沼津市にある種類豊富なオムライスが人気のお店です。
パスタやハンバーグもありお子様からご年配の方までお
楽しみいただけます。
今回もよろしくお願い致します。

☎055-933-7606　沼津市下香貫下障子3138-1
通常営業／ 11：00～15：00、17：30～23：00　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 ナンバーズ9

モイスティーヌ三島サロン バル時間／10：00～16：00

体験：ハンドケア＆ネイル
モイスティーヌで疲れた体をリフレッシュ♪腕から
指先までイオンの力でうるツヤに!!ネイルは8分で
乾く速乾性のマニキュアなので、ご自宅でも簡単に落
とせます。

お店の紹介コメント
モイスティーヌは医療器メーカーによる研究開発から誕
生したブランドです。モイスティーヌはご自身のお肌が持
つ本来の力を引き出すため、あなたに合ったお手入れ方
法をご提案致します。ご自身でのホームケアとサロンでの
カウンセリングを組み合わせた美容法をご提案していま
す。

☎055-975-0208　三島市緑町5-23 イチカワビル2F
通常営業／月～土10：00～20：00　定休日／日曜日、祝日

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6

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



東海道本線
三島駅：上り 22：15 (熱海行)
　　　　下り   0：32 (沼津行) 
　　　　下り 23：10 (富士行)

伊豆箱根鉄道駿豆線
三 島 駅：下り 23：47 (大場行)
　　　　  下り 23：21 (修善寺行)
三島田町：下り 23：51 (大場行)
　　　　　下り 23：26 (修善寺行)

●終電情報●

●三島バルにご参加の後は便利で安心なタクシーをご利用下さい
●三島駅構内タクシー組合

伊豆箱根交通 0120-75-0818
伊豆箱根タクシー 0120-75-1008
富士急伊豆タクシー 0120-24-9001

平和タクシー　　 0120-74-8814
ベルタクシー 0120-27-2950
三島合同タクシー 0120-75-0337 

●静岡県運転代行協会 東部支部

アクセス代行サービス 055-972-1644
代行マスター 055-981-0335
代行SP 055-929-0010
代行運転セフテー 0120-39-1940
運転代行 桃太郎 0120-839-889

バルチケットの半券をお見せいただくと、
代行初乗り200円引き！
（後バル終了（10/22（日））まで）
バル当日のみ三島バルチケットでのお支払いも
可能です！※１回につき１枚まで
※他の割引サービスとの併用はできません。

電車・タクシー・代行サービス情報　●公共交通機関をご利用ください●

同時開催イベント

キャンドルナイト＠三島バル in白滝公園キャンドルナイト＠三島バルキャンドルナイト＠三島バルキャンドルナイト＠三島バルキャンドルナイト＠三島バルキャンドルナイト＠三島バル in白滝公園in白滝公園in白滝公園in白滝公園in白滝公園in白滝公園in白滝公園
日時　１０月１３日（土）

17:00~20:00
場所　三島市白滝公園

※入園無料

文化会館前にて#三島バルの画像を放映しバルの楽しそうな
雰囲気を共有します！
こちらも併せておたのしみください(^_^)

日本大学短期大学部　大久保ゼミ

三島バルの今夜だけ、白滝公園の象の遊具や、池をイルミ
ネーションで飾り、いつもと違う幻想的な公園に。
ライトアップされた光の道を進むと、ゆっくりできる休憩スペー
スが出現。テイクアウトの飲食を持ち込んで楽しんだり、MAP
を広げて計画を練ったり。
いつもとちがう、夜の公園をお楽しみください。

サムオレキッズバル
somethingORANGE

サムシング オレンジ三島

・Dolly Girl（子供服）
・Happy smile☆Miyu☆
（バルーンアート）
・キネシオスペースルナ
（テーピング・くつインソール）
・まるも茶店（緑茶・フレーバーティ）
・みんなのえがお おたまちゃん食堂
（駄菓子）
・サムシングオレンジ三島
（みしまるくん缶バッジ作り）

11:00~11:10　オープニング
11:10~11:40　ミモリーさんの乗り物メドレー：MIMORY-IZU
11:40~12:20　しんやお兄さんと動きあそび：
                         Smile future laboratory
12:20~12:50　キッズチアダンス：team splash
12:50~13:20　キッズヒップホップ：ASK
13:20~13:40　キッズタヒチアンダンス：オリ・アイタ・ペアペア
13:40~14:10　Dolly Girlキッズファッションショー：Dolly Girl
14:10~14:30　ファミリーコンサート：
                         どんぐり＆ベビー手話(ママといっしょにあぞぼうよ)
14:30~14:50　タヒチアンダンス：オリ・アイタ・ペアペア
14:50~15:00　エンディング

ファミリーバルステージ
観覧
無料 入場

無料
参加
無料

司会：押田智子・三須至高

①フレーバーティー(りんご、もも、ぶどう、ゆずの緑茶)
②バルーンアート(フラワーブレスレットorヨーヨーボール)
③駄菓子詰合せ&みしまるくん缶バッジ作り

B 健康テーピング相談

バルチケット
１枚で

11：00~17：30　三島商工会議所TMOホール ＋
①フレーバーティー(りんご、もも、ぶどう、ゆずの緑茶)

B 健康テーピング相談

A しんやお兄さんと動きあそび
or

バルチケット
３枚で３枚で
プレミアムバ

ル
プレプレプ ミアムアムア

かわいいお洋服で楽しくポーズ♪

ファッションショー
参加

キッズバルマルシェバルメニューあり

Dolly Girl

みしまるくんの
シールスタンプラリー

シールを全部集めて
スタンプを押してもらおう！
楽しく歩こう♪

AorB体験＋①②③のどれか

23 24

三島バル Information！

この用紙が目印！

ツイッター＠mishimabar     # 三島バル

バルナンバーズ

Wチャンス！
バルナンバーズ

Wチャンス！

三島バルオープニングセレモニー　会場：三島商工会議所TMOホール

チケット２枚で楽しめるワンランク上のバルメニュー
ぜひお楽しみください！

障がいをお持ちの方や、お体が不自由な方へ
優先パスを発行しています。

※パスの発行をご希望の方は
「三島バル本部（三島商工会議所TMO
ホール）」のスタッフへお声掛けください
ご本人様と同行者様の分を発行させて
頂きます。

三島バルのチケット半券右上の通し番号で
「お楽しみWチャンス！」ナンバーズ参加店店頭に
あるナンバーズ表（右）をチェックして、
素敵な特典GET！お得に楽しくバルを楽しもう！

マジシャンEISHIN登場！！
マジックSHOW えーっ不思議！なマジックを披露するマジシャ

ンEISHIN。成長したMagicを見せてくれます！
セレモニー後は、バルの店舗に神出鬼没
Magic！間近で見ると、もっと不思議～～♥
出会えたらラッキー♥お楽しみに！

第10回ももちろん開催！三島バル乾杯&オープニングセレモニー！！
協賛各社からのおふるまい（ビール等）をご用意。

みんなでバルのスタートを乾杯しよう！（なくなり次第終了）

当日情報
https://www.facebook.com/mishimabar/

当日情報
https://www.facebook.com/mishimabar/

バル乾杯セレモニー&おふるまい
　

Twitter／Instagram／Facebook
当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！

もりあが
ってこ～！

いよいよはじまる！
乾杯はみんなで♡

かんぱーい！

ツイッター＠mishimabar     # 三島バルツイッター＠mishimabar     # 三島バルツイッター＠mishimabar     # 三島バルツイッター＠mishimabar     # 三島バルツイッター＠mishimabar     # 三島バル

当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！当日の様子を「#三島バル」で投稿しよう！

抽選で
第11回三島バルの
チケットが当たる！

抽選で
第11回三島バルの
チケットが当たる！

16:40～

17：00～
たのしいお祭りのはじまりは、
みんなでカンパイ！
カンパイに必須なビールやノンアルコールビ
ール、ジュース、ソフトドリンクなどをご用意
しています。もちろんバル村での飲み始めで
もHAPPY！これからどこに行こう⁉
情報収集にも最適な三島バル本部にて。

まってました！

三島出身のマジシャンEISHINが
オープニングセレモニーに登場！

マジックSHOW



三島バル本部

ゆうゆう
ホール前広場

源兵衛川
廣瀬橋

メインステージ
音楽館Probe

今年は夜も開催！！会場：白滝公園
ココロとカラダのセルフケアイベント「ソレイユマルシェ」が三島バ
ルとコラボ！！
手作りジャムをはじめとした心と体に優しいお店が出店！！ぜひ
お立ち寄りください。

Soleil Marche@白滝公園
時間：13日(土)11:00-21:00

Facebook ページ「Soleil～ヒカリヘ～」

楽寿の森芸術祭

音楽館プローベ ・ゆうゆうホール前
源兵衛川 広瀬橋

12：00～21：00
雨天一部中止

三島市のさまざまな場所で音楽を
お楽しみください！

こんにちは！
日本大学国際関係学部ワールドスマイルプロジェクトです。
私たちは今回の三島バルで肉巻おにぎりとデトックスウォーター
を販売し、一食につき20円を給食を食べられない途上国の子供
たちに寄付します。
今年は三島バルに参加している店舗に、対象メニューを購入でき
ない方でも参加できる募金箱を設置させていただきました！
この活動に賛同して頂ける方がいらっしゃいましたら、

ぜひ募金のご協力お願いいたします。

このマークが
目印です！！

TABLE FOR TWO

ご利用期間：三島バル翌日2018年10月14日 (日 )～翌2019年８月31日 (土 )
このページのクーポンを切り取って、該当するお店へ出してくださいね。お店独自のサービスを受けられます。
該当するお店は、店舗紹介ページに　　　のマークがあるお店です (^_^) バルの後も楽しくお過ごし下さい。

ご利用期間：三島バル翌日2018年10月14日 (日 )～翌2019年８月31日 (土 )

バルクーポン♫今年から
できました

！ バル翌日から
使える！

楽しみ
続くねぇ

えっ来年
まで！？

三島バル
　クーポン♫

三島バル実行委員会三島バル実行委員会

有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.

三島バル
　クーポン♫

三島バル実行委員会三島バル実行委員会

有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.

三島バル
　クーポン♫

三島バル実行委員会三島バル実行委員会

有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.

三島バル
　クーポン♫

三島バル実行委員会三島バル実行委員会

有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.有効期限：2018.10.14.～2019.8.30.

東海道三島宿を 飲み歩き 食べ歩き まち歩き！第11回三島バル

Let’s
バル！！

第11回三島バル
２０１９年
12：00～24：00

10月
※バル営業時間は店舗によって異なります。

最新情報は、公式ホームページにてご案内致します。

開催予定！！

飲食代10％割引

お食事の方にグラス生ビール・ソフトドリンクサービス
（１グループ４名様まで）

ご飲食の方生ビールもしくはソフトドリンク1杯
サービス (1グループ4名様まで )

生ビールorグラスワイン１杯サービス

ディナーにご来店のお客様に
ワンドリンクサービス

戸田塩だっ手羽10てばお買い上げ毎に１てばサービス

お食事代10％OFF（単品メニューは除く）

対
象
店
と
サ
ー
ビ
ス

クーポン持参でクレープ全品50円引き

2　ラビアンローズ 

4　うなぎの坂東 

7　イタリアンバル リエート

16  

21   バディカフェ ファーストドリンク１杯プレゼント65   RAI4 

27x

47  

クーポン持参で餃子サービスクーポン持参で餃子サービス25   らぁ麺若村 

１テーブル１皿ゴボウの唐揚げプレゼント24   風土 

商品購入１０％OFF（一部商品を除きます）

クーポン持参で1ドリンクサービスクーポン持参で1ドリンクサービス26   

6   河野米店 

三島イタリアン
マリオパスタ 

2名様以上で赤ホルモンor鳥ささみ刺し
サービス48  赤ホルモンスコップ

とびきりワイン＆マンマの
イタリアンロザード 

5  戸田塩だっ手羽 

大衆居酒屋 
輪人村
焼き鳥カフェ
鶏小屋

街中はしご酒イベント

2018-2019

三島バル公式
店舗ガイドブック

　この度は「三島バル公式店舗ガイドブック」をお手に
取って頂きありがとうございます。このガイドブックは、街
中はしご酒イベント「三島バル」に参加している三島、そ
して近隣にあるたくさんの素敵なお店をもっと知ってい
ただきたくて作成しています。
　片面からは「三島バル」イベント当日用のMAPとして、
もう片面からはイベント後も継続して使えるMAPとして
お使いいただく仕様としています。
　ガイドブック側から開くと「あれ？」と思われる方もい
らっしゃいますが、ぜひその点もご理解いただきながら、
三島そして近隣のお店MAPとしてお手元でご活用いた
だけたら幸いです。

三島バル公式店舗ガイドブック
●目　次●

P1～2　    バルの楽しみ方の極意
P3～6　    店舗MAP
P7～22　  店舗紹介
P23～25　バルInformation!
P26　    　店舗ガイドブックについて
　　　　　 バルクーポンについて

該当するお店は、店舗紹介ページに　　　のマークがあるお店です (^_^) バルの後も楽しくお過ごし下さい。該当するお店は、店舗紹介ページに　　　のマークがあるお店です (^_^) バルの後も楽しくお過ごし下さい。バル    
クーポン

♫

実施店実施店
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P26


