1 Bar そう庵

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：酒の肴盛合せ
ドリンク：生ビール、
日本酒、
ソフトドリンク
プレミアムフード：酒の肴盛合せ
プレミアムドリンク：日本酒三種飲み比べ
鴨の味噌漬け・マグロの漬け・ゆで落花生。美味しい日本酒をご
用意してお待ちしております。

初参加

バル時間／ 16：00〜21：00

お店の紹介コメント
小さな灯りが並ぶ先、流れる水の横に佇む和バーです。
様々なお酒と和食を中心とした肴をご用意しております。
（御予約でコース料理承ります）

☎055-939-6999 三島市一番町 17-52
通常営業／ 17：00〜25：00 定休日／日曜日

2 ラビアンローズ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 18：00〜24：00

フード：生ハムサラダ
お店の紹介コメント
ドリンク：カクテル 20 種類、
ウィスキー、生ビール、
ソフトドリンク 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。
プレミアムフード：生ハムサラダ
プレミアムドリンク：ラフロイグ ロア
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。

☎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

3 おてごろダイニング IPPIN+Plus

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 18：00〜25：00
（24：30LO）

フード：ミートローフ、地野菜のサーモンユール、
ミニパスタ3 種盛り お店の紹介コメント
ドリンク：生ビール、ハイボール、酎ハイ、サワー、グラスワイン、グラスシャ ネコをモチーフにしたシャレオツ空間で楽しい時間を…！
ンパン、日本酒、
ソフト類
プレミアムフード：通常バルにプラス生ハムチーズ、ニョッキ、三島コロッケ
プレミアムドリンク：生ビール、ハイボール、酎ハイ、サワー、グラスワイン、
グラスシャンパン、日本酒、
ソフト類 +カクテル30 種
三島地野菜と肉料理、魚介、パスタと人気メニューの 3 種盛り。さらに
プレミアムは 3 種加え 6 種盛りです。
☎055-941-9247 三島市一番町 17-53 PSA ビル 1F
通常営業／ランチ 11：30〜13：30 ディナー 18：00〜24：00 金・土 25：00 まで 定休日／火曜日（予約時、火曜日も営業します。）

4 名物 三島そば（伊豆箱根鉄道 三島駅）

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：椎茸そば 2 杯（後日、1 杯利用券を用意します。）
ドリンク：ハイリキ
（缶）1 本付き
伊豆産椎茸をお店で煮込んだ椎茸そばは一番人気です。

初参加

バル時間／ 10：00〜21：00
（ラストオーダー 20：45）

お店の紹介コメント
伊豆箱根鉄道駿豆線三島駅改札横。

☎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

5 三島発・伊豆コレクション

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

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 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
下さい。簡単なおつまみも試食して頂けます。
みしまコロッケ・うなぎ・ひもの・わさび漬け・静岡おで
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 す。
ん等々地域を代表する商品が店内一杯にございます。
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 JR 三島駅 1 分のお店です。静岡でしか出会えない逸品を
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。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

6 鉄板！あした葉 三島店

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：仔牛の牛タンor 牛ハラミステーキ
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
とジューシーなハラミステーキをご用意致しました！お好き
な方を選んで楽しみましょう !!

初参加

バル時間／ 17：00〜25：00

お店の紹介コメント
沼津で人気のあした葉が三島でも楽しめるようになりまし
た。
オリジナルメニューや地元の食材を使ったメニューを
目の前で焼き上げるライブクッキングの居酒屋です。大人
数での宴会も承れます!!

☎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。
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7 鉄板屋 JIN

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜400 食終わるまで
（たぶん 20 時くらい）

お店の紹介コメント
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 今年もがんばります。一度ご来店下さい。Live 感のある鉄
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。板焼きを目と耳と舌で楽しんで下さい。
オリジナルソースと一緒にお召し上がり下さい。

☎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

8 炭火処 菊乃鶏

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 16：00〜22：00

フード：特製トマトサラダ、
自家製ぬか漬け、
おまかせ串焼き２本
お店の紹介コメント
ドリンク：生ビール、
サワー、
ハイボール、
ソフトドリンクの中から一杯 今年５月にオープンしたお店です。素材、手作り、炭火焼き
素材にこだわった串焼き、人気のトマトサラダを一度に味わえ にこだわり、美味しく、居心地の良い店を目指しています。
ます。

☎055-957-3369 三島市一番町 11-17 大黒ビル 1F
通常営業／ 17：00〜24：00 定休日／日曜日

9 イタリアン バル リエート

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 15：00〜23：00

フード：スペシャル前菜盛り合わせ
お店の紹介コメント
お一人様でも気軽に立ち寄れるお店で
ドリンク：スプマンテ、赤ワイン、
白ワイン、
ウーロン茶、
オレンジ 気の合う仲間と、
す。小規模貸切や二次会パーティも受け付けております。
ジュース
当店の人気メニューを盛り合わせたバルだけの特別な一皿で
す。色々な味をワインと共にお楽しみください。

☎055-943-5477 三島市一番町 3-21 大祐ビル 201
通常営業／ランチ 11：30〜14：00 ディナー 18：00〜23：30

10 楽寿園内売店 ピクニック

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

定休日／日曜、他不定休

バル村

子連れ OK

フード：ピクニック人気の
「唐揚げ」
もしくは
「デザートセット」
ドリンク：三嶋麦酒、静岡割（焼酎の緑茶割り）
、
その他ソフトドリ
ンクから一つ
食べ歩きに疲れたら、大自然の中でちょっと一休み。ソフトド
リンクも充実してますよ！

初参加

バル時間／ 10：00〜16：30

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。

☎080-2658-9051 三島市一番町 19-3 楽寿園内売店
通常営業／ 10：00〜16：30 定休日／楽寿園の休園日に準ずる

11 風土

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 11：00〜15：00

フード：風土のおすすめ三点盛り
お店の紹介コメント
筋肉好きのオーナーがやっているお店です！自分たちの笑
ドリンク：ビール、
日本酒、焼酎、果実酒、
ソフトドリンク
をモットーに営業しております！
沼津港のお造り、みしまもち豚のローストポーク、当店人気の 顔で店を元気に、
牛蒡の唐揚げの三点盛りです！お得！

☎055-955-8665 三島市芝本町 9-12
通常営業／ 11：30〜14：30 17：00〜23：00

12 とびきりワイン＆マンマのイタリアン ロザート

定休日／無し

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

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
お店の紹介コメント
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 イタリアの地方料理とワインを楽しめるお店です。
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。

☎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

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。
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13 Café & Gallery RAKU

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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。

初参加

バル時間／ 9：30〜22：00

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

14 MASTICAVINO

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜22：00

フード：アンティパスト・ミスト
（生ハム・鶏ハム/ローストポーク/ お店の紹介コメント
ランチタイムから通し営業を開始。 ディナータイムはもち
砂肝コンフィ / 削り出しベッラ・ローディ /カプレーゼ）
マスティカヴィーノは昼呑みを全力で応援します！！
ドリンク：スパークリングワイン/ 赤ワイン/白ワイン/ソフトドリンク ろん、
ワインにピッタリな人気のおつまみメニューをワンプレートで
お楽しみ下さい。
（内容変更あり）

☎055-900-8459 三島市大宮町 1-11-28
通常営業／ 11：30〜24：00
（23：00 L.O） 定休日／月曜日

15 さくら CAFE

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 10：00〜22：00

フード：自家製タンドリーチキンとハーブフランクの盛り合わせ
お店の紹介コメント
おいし
ドリンク：グラスワイン・プレミアムハイボール・ビール
（ハイネケ 「ホッと一息つける場所」昔ながらの喫茶店を満喫、
い料理とドリンク・お酒をお友達と囲んで楽しいカフェを
ン）
・いずれか 1 杯
どちらも堪能していただける雰囲気と空間がココに
じっくり焼いて仕込んだスパイシーなタンドリーチキンと香 満喫。
り豊かなハーブを練り込んだフランクフルトをおいしいお酒 はあります。
と一緒にお召し上がりください。

☎055-981-1973 三島市大宮町 1-1-1
通常営業／ 9：00〜20：00
（モーニング 9：00〜11：00・ランチ 11：00〜15：00） 定休日／水曜日

16 七輪酒家

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜24：00

フード：お酒にあう洋食おつまみ
お店の紹介コメント
ウクライナ、
ロシアの味をベースにしたお食事をお酒と
ドリンク：ブラッディ・マリー（ヴォッカベース）
ウクライナ、ロシアの味をベースにしたおつまみに、ヴォッカ いっしょに
をベースにしたブラッディ・マリーをおたのしみ下さい。

☎090-8964-0108 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

17 バディカフェ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 10：00〜22：00
（LO 21：30）

フード：クレープドリンクセット
お店の紹介コメント
約 50 種類のクレープと約 20 種類のドリンクから一つずつお モチモチ生地が人気のバディカフェです。甘いメニューか
らお酒に合うおかずのメニューまで約 50 種類♪呑む方も
好きなものをセットでお選びください。
呑まない方も楽しめます♪そして、大社の杜で楽しむ三島
バルは、
これが最後です。皆さん、是非遊びに来てくださ
い！

☎055-919-5072 三島市大社町 18-52 大社の杜みしま内
通常営業／ 10：00〜20：00 定休日／火曜日

18 味彩 たまるや

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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：磯自慢 3 種飲み比べ、
〆張鶴大吟醸金ラベル
「〆張金ラベル」今年もやります !! さらに、磯自慢 3 種飲み比べ
もやります !!（本醸造、純米吟醸、大吟醸水響舞）飲みやすいお酒
ですので、ぜひ 1 度おいしい日本酒をご賞味ください。

初参加

バル時間／ 11：30〜13：30
16：30〜21：00（食材終了まで）

お店の紹介コメント
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、拘りの調味料を使い、素材の味を大切にしてい
る和食店です。化学調味料や防腐剤などは使わず、砂糖は
きび糖、塩は深層海塩や藻塩などを数種類使用していま
す。店内にて、惣菜や自家製スイーツの販売もしています。
お気軽にお立寄りください。

☎055-976-1211 三島市本町 1-32
通常営業／ 11：30〜14：00
（L.O13：30） 18：00〜（要予約） 定休日／月曜日

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。
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19 焼き鳥カフェ 鶏小屋

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：おまかせ焼き鳥 2 本、特製塩唐揚げ
ドリンク：バルドリンクメニューから1 杯
当店オススメ焼き鳥と特製塩唐揚げをお好きなドリンクと共
にご堪能ください。

初参加

バル時間／ 17：00〜22：00

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。7/19にリニューアルオープ
ン!!12 席の個室ができました。是非そちらもごらんください。

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

20 NAGARA

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 17：00〜24：00

フード：ローストビーフ
お店の紹介コメント
今年の5月に三島市の本町でオープンしたカジュアルで
ドリンク：生ビール、
ハイボール、
カクテル各種
お一人様
自家製ローストビーフとハイネケンの生ビール or ウイスキー、居心地の良い空間をコンセプトにしたお店です。
数十種類のカクテルからお好きなドリンクをお選び頂けま でも数名でも団体でも、楽しく呑んで食べて会話して満足
しながら帰ってくれる事を願いながら営業しております！
す！
扉を開けてすぐ階段があって多少入りにくい造りになって
ますが、
その先に進んで頂けたら幸いです。
☎090-5879-6854 三島市本町 2-22 ベルラテナント 2 階
通常営業／ 19：00〜26：00 定休日／日曜日

21 Bar 倉田

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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。

初参加

バル時間／ 18：00〜24：00

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 神尾ビル 1 階
通常営業／ 18：00〜26：00 定休日／不定休

22 Café & Bakery グルッペ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：ハンバーグプレート
ドリンク：コーヒー or 紅茶のみ
おみやげ：まんぷく芋どらやき、
みしまコロッケぱん、
みしまフルー
ティキャロット、
ベルギーワッフル
通常価格よりずっとお得！ワンプレートにハンバーグ・ミニサ
ラダ・ライスがセットされています。ボリュームもあって昨年
も人気のメニューです。おみやげバルはお早めに！人気で品切
れになるおみやげバルです。

初参加

バル時間／ 11：00〜17：00

お店の紹介コメント
本町通りに面したガラス張りの店舗は、店内でも庭でもパ
ンや珈琲が楽しめます。
パンと挽きたて珈琲の香りに癒さ
れて下さい。

☎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、夏祭り期間中は変則営業

23 みしまプラザホテル カフェレストラン セゾン

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：ローストビーフ
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：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：グラスワイン赤・白、
ソフトドリンク各種
柔らかく仕上げたローストビーフをシェフ自慢のソースでど
うぞ。

初参加

バル時間／ 17：00〜22：00
（プレミアムは 20：00 まで）

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

24 オイスター＆イタリアン パッパトリア

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 17：00〜21：00

フード：特選炙り牡蠣２個
お店の紹介コメント
イタ
ドリンク：グラスビール、
スパークリングワイン、赤ワイン、
白ワイン、厳選された生牡蠣を一年中食べれるイタリアンです、
ハイボール、
オレンジジュース、
グレープフルーツジュース、
コーラ、リアのブランド牛“キアニーナ牛”など普通のイタリアンに
飽きた人でも楽しめるお店です。
ジンジャーエール、
ウーロン茶
プレミアムフード：特大生牡蠣 50 食限定
プレミアムドリンク：通常バルと同じ
牡蠣師が厳選したプリプリの牡蠣を蒸したあと炙りました！
スパークリングワインで流し込んで下さい！
☎055-972-2234 三島市本町 12-15 グリーンテラス山田園
通常営業／ランチ 11：30〜14：30
（LO14：00）ディナー 18：00〜22：00（LO21：30） 定休日／不定休

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。
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25 大衆酒場 三十飛 三島店

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：牛赤身のステーキ
ドリンク：500 円以下のドリンク
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。

初参加

バル時間／ 17：30〜23：00

お店の紹介コメント
安くて美味い大衆的な居酒屋です。1 階 48 席 2 階 85 席
と広さも自慢です。二階も座敷とテーブル 4 部屋個室に
なっています

☎055-972-5539 三島市本町 12-19
通常営業／ 17：30〜24：00 定休日／月曜日

26 Cafe & Darts Flores

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：タコス又は自家製日本酒たっぷりの若鳥の唐揚げ
ドリンク：店内のバル専用お飲み物から
3 年前に大人気だったタコス / 自家製日本酒たっぷりの若鳥の
唐揚げ。

初参加

バル時間／ 15：00〜24：00

お店の紹介コメント
美味しいお酒とおつまみ、楽しいダーツにカラオケをご用
意してます。大人の遊び場的な感じの元気が出る場所で
す。

☎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 定休日／月曜日

27 craft beer + wine abierto

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 18：30〜23：00

フード：豚レバーの炙りコンフィなどの前菜 3 種盛合せ
お店の紹介コメント
ドリンク：ビール3 種（ライジングサンペールエール、SORACHI1984、 樽生クラフトビールと各国のワイン、旬の地元食材を使用
した化学調味料不使用の欧州料理。
ご予約も承っており
黒ラベル）、
ワイン
（赤・白）、
ソフトドリンク各種
今年もベアードビールは 20ℓのみ !! ビールにもワインにも相性の ます。
いい前菜をご用意してお待ちしております！

☎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

28 Cafe & Bar Ocean

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：人気の前菜 3 種盛り合わせ
（ラタトゥイユ・鯖マリネ・大根
の肉巻き）
ドリンク：バル限定ドリンクメニューの中から1 杯
プレミアムフード：下田の海鮮 3 種盛り合わせ（金目鯛・マグロ・イカ）
プレミアムドリンク：バル限定ドリンクメニューの中から1 杯
Ocean の大人気お惣菜 3 種を盛り合わせにしました！お酒に
ぴったりの内容となっています！この機会に是非お試しくだ
さい。

初参加

バル時間／ 12：00〜20：00

お店の紹介コメント
体にやさしい1000 円ランチとお惣菜量り売り・夜はコー
スがおすすめのダイニングバーをやっています！
地元の食材を沢山使った料理を食べるのことができます。
ご予約可能ですので是非 1 度ご来店下さい！

☎080-2657-5677 三島市南本町 20-32
通常営業／ 11：00〜17：00 19：00〜24：00
（金･土 コース予約のみ平日 Bar 営業） 定休日／日曜日

29 MISHIMA TERRACE

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：仔牛ロースのロースト
ドリンク：オリジナルワインクーラー
仔牛のロースをクラッシックなスタイルで食べやすく調理し
ました。お肉にもよく合うオリジナルワインクーラーとともに
お召し上がりください。

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

30 Bar 客家

初参加

バル時間／ 12：00〜15：00
17：30〜20：30

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。

定休日／月曜日

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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。

初参加

バル時間／ 20：00〜24：00

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

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。
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31 鮨いなりや

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：バル限定寿司
ドリンク：お茶
おみやげ：いなり寿司 10コ入り
（30 箱限定）
握りといなりが入ったお得なお寿司です。

初参加

バル時間／ 13：00〜18：00

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

32 VITIS vineria

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：かぼちゃのボネ
（デザート）
ドリンク：コーヒー又は紅茶
プレミアムフード：カッソーラ（豚の北イタリアスタイル煮込み）
プレミアムドリンク：セレクトワイン
（スパークリング又は白ワイ
ン又は赤ワイン又はノンアルコールスパークリングワイン）
北イタリア、ピエモンテ州の伝統菓子。三島のかぼちゃをふん
だんに使用したプリンのような食感です。

初参加

バル時間／ 15：00〜23：00

お店の紹介コメント
源兵衛川のほとりで静かに営む小さなお店です。三島とそ
の周辺食材のイタリア料理と300 種のワインをお楽しみ
下さい。

☎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、土日祝日 12：00〜14：00、17：30〜24：00

33 肉室牛（にくむろじ）

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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
店主が焼く完全予約制焼肉をバル特別営業にて
※店内４席のみのため、30 分交代制。整理券配布時間 ①11：
00②14：00③17：00 の ３ 回（①12 時〜14 時 半 枠②15 時〜
17 時半枠③18 時〜20 時半枠。各 24 名先着）

初参加

定休日／水曜日

バル時間／ 12：00〜21：00

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〜
◇店主自ら焼く、
プレミアム焼肉◇お食事 / 黒毛和牛７種
食べ比べおまかせ焼きコース お一人様 10000 円
ドリンク/ 幅広くご用意。
ワインも品揃えあり
お席 /カウンター４席（３名以上で貸切）
※事前にお電話にてご予約ください。

☎070-2221-8929 三島市本町 6-6
通常営業／ 11：30〜23：00（昼夜とも完全予約貸切制） 定休日／月・火

34 割烹 登喜和

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：季節のおつまみ５種盛り
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：季節のおつまみ５種盛り
プレミアムドリンク：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。

初参加

バル時間／ 15：00〜22：00

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

35 静岡ハイボール道場ジャブ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：①牛赤身炙りステーキ(ザブトン)と鴨寿司②ハーフラーメンと餃子
ドリンク：生ビール・ハイボール・サワー・ソフトドリンク
おみやげ：コールドストーンアイスバー 2 種類
プレミアムフード：肉寿司牛サンカク雲丹のせ
プレミアムドリンク：生ビール・ハイボール・サワー・ソフトドリンク
人気のジャブロックをバル用にアレンジ希少部位のザブトンはさっぱりしてい
る赤身の肉です。鴨寿司はバル限定の肉寿司オリジナルの酢味噌たれと柚子胡
椒との相性も抜群です。〆メニューでおなじみジャブのラーメンは超本格派 !!
プレミアム

初参加

バル時間／ 11：00〜15：00 フード②
15：00〜22：00フード①とプレミアム
22：00〜24：00 フード②

お店の紹介コメント
ハイボールの種類は地域 No1 焼肉あり、野菜肉巻きあ
り、
〆ラーメンあり、
デザートあり ちょい飲みからガッツリ
食べ・もう少し飲みたい…などなど色々なシーンでご利用
ください。

☎055-973-5839 三島市泉町 2-1
通常営業／ 17：00〜26：00 定休日／火曜日

36 cafe bar RITORNO

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜21：00

フード：①イタリアセット（チキン・カチャトラ【猟師風】）②カフェセット（自家製 お店の紹介コメント
お昼
デザート）③おさんぽセット
（リトルノのビスコッティ）④大浦飯店セット
（スパイ 裏通りにある通し営業のカフェ＆イタリアンバール。
から気兼ねなくお酒も飲めます。夜カフェも◎。
バールとは、
スハーフカレー）※③のみテイクアウト
いつでも、
ドリンク：①②③生ビール、スパークリングワイン、ワイン、カフェ（エスプレッソ、イタリアの生活に欠かせない地元密着の飲食店。
コーヒー・アルコール・お食事・デザートを楽しめます。
カフェラテ他）、オレンジジュース④大浦飯店オリジナルチャイ
オーブンで蒸し煮したイタリア・トスカーナ地方のお料理チキン・カチャトラ（猟師風）と自家
製デザートのどちらかを選べます。お散歩も並ぶ時間も楽しみたい方には、おみやげバルもご
用意しています。そして今回は、日曜のランチ限定「大浦飯店」セットも50食限定で登場!!
☎055-981-7557 三島市泉町 14-11
通常営業／月〜木 11：00〜24：00 金・土 11：00〜25：00 日 11：00〜15：00（大浦飯店）16：00〜22：00 定休日／第 3 日曜日

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。
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37 il cocciuto イル・コッチュート

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：おまかせ前菜の盛り合わせ
ドリンク：赤ワイン、
白ワイン、
ソフトドリンク、
プロセッコ他
同時期の仕入状況にもよりますが、ワインに合うおつまみを盛
り合わせでお出しします！！

初参加

バル時間／ 15：00〜22：00

お店の紹介コメント
常時 100 種以上のイタリアワインやイタリア生ハム、
サラ
ミ等をご用意しております。
その他、
オススメパスタ、
メイン
もあります。

☎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

38 中国料理 麒麟

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 15：00〜21：00

フード：エビチリor 油淋鶏と焼売
お店の紹介コメント
落ち着いた雰囲気の中、
中国料理を楽しんでください。
ドリンク：グラス生ビール・紹興酒・ウーロン茶（どれか一品）
プレミアムフード：フカヒレの茶碗蒸し・エビチリ
プレミアムドリンク：グラス生ビール・紹興酒・ウーロン茶（どれか一品）
ぷりぷりサクサク

☎055-973-1474 三島市泉町 14-10
通常営業／ランチ 11：30〜13：30（LO）、ディナー 18：00〜21：30
（LO） 定休日／不定休

39 萬来軒

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜19：30

フード：サンマーメン or カレーライス
お店の紹介コメント
創業昭和 25 年から営業している、昔ながらのラーメン屋
ドリンク：ソフトドリンク or ウーロンハイ
三島バルにくり出す前に昔懐かしいラーメンとカレーを食べ です。
て下さい。

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

40 幸華

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

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 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。
+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 !!
☎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

41 ラテンレストラン ピカパウ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：グリルチキンとマッシュルームソース
ドリンク：ワイン
（赤・白）
サングリア、海外のビール、
ジュース
チキンのもも肉をグリルで焼きマッシュルームとクリーム
ソースを乗せたまろやかな美味しさの料理。

初参加

バル時間／ 12：00〜22：00

お店の紹介コメント
三島市で南米の料理店を始めて12 年。
ボリビア、
パラグ
アイ、
ペルー、
メキシコなどの料理を楽しめるレストラン
です。

☎055-976-1156 三島市広小路町 4-7
通常営業／ 10：00〜22：00 定休日／月曜日

42 Hotpot

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：カルビ、
ハラミ、
ホルモン、
セセリ、
レバーから2 種類
ド リ ン ク：生ビール、
ハイボール、
レモンサワー、
ソフトドリンク
（コーラ、
ジンジャーエール、
ウーロン茶）
全国の美味しいお肉を取り寄せてます。ぜひお越し下さい！

初参加

バル時間／ 17：00〜24：00

お店の紹介コメント
焼き肉、
もつ鍋、
タッカンマリ鍋をリーズナブルにご提供し
ています。居酒屋としてもご利用可能なアットホームなお
店です。

☎055-981-5535 三島市広小路町 1-35
通常営業／平日 18：00〜26：00、金・土 18：00〜28：00、日曜 17：00〜22：00

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。
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43 Biarritz café

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 15：00〜24：00

お店の紹介コメント
フード：バスクチーズケーキ
です。
・ワイン・ナチュラルチー
ドリンク：ワイン
（カヴァ・白・赤・※チャコリ）
・生ビール・ソフトドリ 三島のBASQUE（バスク）
ズ・イベリコ生ハム・おふくろ料理。
つまめるBARです。
ンク
（コーヒー含む）
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
（カヴァ・白・赤・※チャコリ）
・生ビー
ル・日本酒・ソフトドリンク
バルと言えばサンセバスチャン！バスクチーズ発祥の店「ラ・ヴィー
ニャ」の味を三島で味わえます。マスター手作りの本場の味をぜひ！
☎055-973-7086 三島市広小路町 4-3
通常営業／ Sunset〜25：00 日・祝日 Sunset〜24：00

44 RAI4 THE Third ライヨン ザ サード

定休日／火曜日

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：ハーフ宮古そば、竹輪磯辺揚げ
ドリンク：生ビール、
ワイン、焼酎、
ソフトドリンクなど
沖縄宮古島から届く麺はとてもおいしく、オリジナルのつゆと
のバランスは最高です。私の大好きな竹輪磯辺揚げもおいしい
です。

初参加

バル時間／ 20：00〜26：00

お店の紹介コメント
昨年 10月にオープンしました。朝 6 時まで営業していて
〆のそばがオススメです。
お酒だけでも大歓迎です。
よろし
くお願いします。

☎055-955-8366 三島市広小路 5-10
通常営業／ 21：00〜翌 6：00 定休日／火・第 1・3 月曜日

45 ピッツェリア バール ディチョット

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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！

初参加

バル時間／ 16：00〜23：00

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

46 三島広小路酒場 笑みや

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：静岡おでん4 本盛り
ドリンク：ビール、
サワー、ハイボール、
カクテル、
日本酒、
ソフトドリンク
2018 年 12 月に広小路にオープンした笑みや。1 番人気の牛
スジから出汁をとった静岡おでんが三島バルで！

初参加

バル時間／ 14：00〜24：00

お店の紹介コメント
2018 年 12月に広小路にオープンした笑みやです。静岡
おでんとやきとんを中心としたメニュー。微粉パン粉の串
カツも人気です！他にも静岡グルメあります。
ランチも営
業中です！

☎055-981-2300 三島市広小路町 9-13
通常営業／ランチ 11：30〜14：30（火〜土）夜営業 16：00〜24：00（月〜木）16：00〜2：00（金土祝前）16：00〜23：00（日祝）定休日／第 3 月曜日

47 Bistro18（Juhachi）

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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！

初参加

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
（月、木〜日曜） ディナー 17：30〜23：00

48 MARU MARU

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：フィデウア
（パスタのパエリア）
と生ハムの盛合せ
ドリンク：シェリーハイボール、生ビール、MARU MARU IPA、
自
家製サングリア、
自家製レモンサワー、
ワイン
（赤・白）、
スパークリン
グワイン2 種、
ソフトドリンク各種、
ノンアルコールカクテル各種
プレミアムフード：肉バルプレート
（ローストチキン、
スモークロー
スト、
ハコブタソーセージ 2 種）
肉バルプレートは三島バルの専用メニューです。通常営業時に
はありませんので、この機会にぜひ !!

バル時間／ 17：00〜23：00

初参加

定休日／火曜日

バル時間／ 17：30〜23：00

お店の紹介コメント
日本のクラフトビールやシェリー酒、
ワイン等が豊富に揃
い、食材や調理法にこだわったスペインを中心とした欧風
料理の店です。
2019 年 6月に大小様々な半個室をつくりました。
おひと
り様やグループでのバル参加の方もスムーズに案内でき
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

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。
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49 dining ROUTE39

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：A. ミニプレート
（生ハム・チキントマト煮・グラタン）
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：からあげ・スープ
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。

初参加

バル時間／ 12：00〜24：00

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

50 安田屋

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 17：00〜23：00

フード：自家製手作りしゅうまい＆ポテトサラダ
お店の紹介コメント
うなぎからカツカレーに
ドリンク：生ビール・ハイボール・ワイン・日本酒・各種サワー・ 今年 35 周年を迎えました!!ふぐ、
至るまで、豊富なメニューを取り揃えております。
樽ハイ・ソフトドリンク
その場で蒸し上げるしゅうまいの美味しさをご賞味下さい !!

☎055-971-7500 三島市広小路町 10-25
通常営業／火〜木 18：00〜24：00 金・土 18：00〜3：00 日 18：00〜24：00

51 二代目 酒菜屋 真輝 魚斬

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：A. 刺身3 点盛り合わせ B. 桜海老のかき揚げ
ドリンク：生ビール、
角ハイボール、
サワー、
日本酒、
ソフトドリンク
沼津港より仕入れる駿河湾の恵みをご堪能ください。

初参加

定休日／月曜日

バル時間／ 17：00〜22：00

お店の紹介コメント
広小路の隅にオープンして約 2 年を迎えさせていただき
ます。
おいしい刺身と手作り料理を精一杯作らせていただ
いております。

☎055-972-2006 三島市西本町 10-32
通常営業／ 18：00〜24：00
（LO23：00） 定休日／日曜日

52 RAI4 ライヨン

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：秋野菜とベーコンのラタトゥイユ・自家製ガーリックトース
ト・三島馬鈴薯のポテサラ 3 点 set or RAI4ワッフル。ドリンク：お
酒ソフトドリンク各種全 70 種 !! おみやげ：通常バルメニューと同じ
プレミアムフード：あしたか牛のローストビーフ。
パンorご飯付き
プレミアムドリンク：お酒ソフトドリンク各種全 70 種 !!
プレミアムオミヤゲ：プレミアムバルメニューと同じ
3 点 set は目にもお腹にも満足なワンプレートです。また、食後のデザート
としてカリッと焼いたワッフルも用意しました。よろしくお願いします。

初参加

バル時間／ 19：00〜24：00

お店の紹介コメント
総合居酒屋です。刺身からハンバーガーまで幅広いメ
ニューがあります。深夜 2 時まで営業しています。
よろしく
お願いします。宴会、結婚式二次会受付中です。

☎055-991-2828 三島市広小路 12-11
通常営業／ 18：00〜26：00（LO25：00） 定休日／火曜日

53 Green-room

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 15：00〜21：00

フード：鴨の冷製炙り焼きとリンゴのコンポート デザート盛り合わせ お店の紹介コメント
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、6月に本町から緑町へ移転しました！肉料理がオススメの
お店です！デザートも豊富にご用意しております。
ランチも
コーヒー
やってますのでよろしくお願いします！
土日はモーニングもやっております！

☎090-7695-5265 三島市緑町 5-20
通常営業／（火）〜（木）11：30〜16：00 （金）11：30〜16：00 18：00〜22：00 （土）9：00〜16：00 18：00〜22：00 （日）9：00〜16：00 定休日／月曜

54 パステリア地中海

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 11：00〜22：00

フード：ミートソーススパゲティ orおだしのカルボナーラorデザー お店の紹介コメント
創業 43 年のイタリアンレストラン。小さなお子様やご年配
トピザ
ドリンク：生ビール、
ハイボール、
グラスワイン
（赤・白）、
ソフトドリ の方など三世代に渡ってご利用いただいております。
ンク各種（※選べるドリンク）
プレミアムフード：牛ヒレ肉とフォアグラのロッシーニ
プレミアムドリンク：選べるドリンク
TV や新聞、ラジオで取り上げられた「おだしのカルボナーラ」
が今回、初登場 !!
☎055-972-3630 三島市広小路町 13-3
通常営業／ 11：00〜15：00（LO14：30） 17：30〜22：00
（LO21：30） 定休日／年中無休

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。
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55 和ダイニング 睦月

通常バル プレミアム

おみやげ

体験

バル村

子連れ OK

フード：箱根山麓豚の角煮
ドリンク：プレミアムモルツ、
ハイボール、焼酎、
日本酒、
ソフトドリ
ンクなど
箱根山麓豚をじっくり煮込み柔らかさを、特製の味付けで旨味
をアップ。グランドメニューとはひと味違う角煮をぜひ！

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：季節のフルーツクリームあんみつ
ドリンク：ドリンクメニューの中から一杯
おみやげ：あんみつ、抹茶あんみつ、
ほうじ茶あんみつの3 種セット
（1370 円相当）限定 30セット
通常バルは歯ごたえのある角切りところてんに季節の美味し
い果物をトッピングしたあんみつを、お土産バルは 3 種のあん
みつをお楽しみいただけます。

バル時間／ 17：00〜22：00

お店の紹介コメント
今年 1月にOPEN 致しました！三島広小路駅から徒歩 1
分！
（パステリア地中海さんの下）定食・一品がメインの和
食屋です。
リーズナブルに和食を楽しんでいただけるよう、
家族で日々奮闘中です
（^-^）
ランチ、
ディナー、宴会と様々
な利用シーンに対応できるよう店内は明るめ、
カジュアル
な内装、半個室などなど。楽しい時を過ごしませんか？ご
来店お待ちしております。

☎055-972-1632 三島市広小路町 13-3 1F
通常営業／ランチ 11：00〜14：30LO ディナー 17：00〜21：30LO

56 甘味処 伊豆河童

初参加

定休日／水曜日
初参加

バル時間／ 11：00〜20：00

お店の紹介コメント
創業明治 2 年の伊豆河童は伊豆産 100%の天草と、柿田
川湧水を使って昔ながらの製法でじっくりと作り上げたと
ころてんを召し上がって頂けます。
また、
ところてんを角切
りにして作るあんみつは北海道小豆 100%の餡と蜜は
6 種類から選んでお楽しみ頂けます。

☎055-928-9900 三島市広小路町 13-3 1 階 A
通常営業／ 10：30〜18：30 定休日／無し

57 restaurant Caro

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：タンシチュー サフランリゾット添え or キャベツpizza と
前菜盛りor Caro 特製ドルチェ盛り
ドリンク：スプマンテその他バルドリンクメニューより
今年は初の肉メニュー。ミラノ名物「オッソブーコ」みたいにタ
ンシチューにサフランリゾットを添えました。大好評のキャベ
ツ pizza や〆のデザートなどオールラウンドで楽しんでいた
だけます。

初参加

バル時間／ 12：00〜21：30

お店の紹介コメント
おかげさまで6 周年を迎えます。
パスタやpizzaだけでな
くお肉料理やワインもも充実。
ランチもディナーもお客様
に満足いただけるよう、本格的でしっかりとボリュームの
あるお料理を提供させていただきます。是非一度ご来店下
さい。

☎055-971-2355 三島市南本町 3-26 共栄ビル 1 階北
通常営業／ランチ11：30〜14：30（LO14：00）ディナー 17：30〜フードLO21：30 日曜日のみ17：00〜LO 20：30 定休日／火曜日・第三月曜日

1 ABC チケット

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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。

初参加

バル時間／ 11：00〜18：30

お店の紹介コメント
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 JR 窓口より
270 円お得に販売中

☎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

2 グリーンマーケット

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 9：30〜16：30

フード：焼き芋
お店の紹介コメント
おみやげ：三島産肉厚生しいたけ＋レトルトしいたけカレー２個セット 自社栽培の減農薬野菜を売っています。

☎090-7672-2144 三島市芝本町 7-6
通常営業／ 9：30〜16：30 定休日／なし

3 Meyci

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 10：00〜18：00

おみやげ：Gift de b. & Drip Bag
お店の紹介コメント
みしまプラザホテルのパティシエが作る宝石のような焼き菓 Meyci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。
ホテル併設カフェレストランセゾンの料理人
子とメイシー自慢のコーヒーのセットです。
が作るフレンチサンドジャーニーも人気です。
ドリンクも充
実していて、様々な形でスペシャリティコーヒーを楽しむこ
とができます。

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

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。
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4 メロン ドゥ メロン三島広小路店

通常バル プレミアム
おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

おみやげ：三島バル限定セット
（プレーンメロンパン 2、
チョコチッ
プ 1、紅茶 1+お好きなメロンパンorラスク 1）
昨年、好評をいただいた限定セットをグレードアップ！今年は
“お好きなメロンパン”を 1 つお選びいただけます。200 セット
限定！

☎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

5 ララ洋菓子店

初参加

バル時間／ 10：00〜21：00
（※品切れ次第終了）

お店の紹介コメント
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！

定休日／なし

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 12：00〜19：00

フード：お好きなケーキ1 品
お店の紹介コメント
2 階サロン
（25 席）
にてケーキセット。
とってもお得なおみ
ドリンク：お好きなドリンク1 杯
やげバル、
ベビーシュークリーム20 個入り。
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

6 戸田塩だっ手羽

三島直売所

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

初参加

バル時間／ 11：30〜20：00
（売り切れ次第閉店）

おみやげ：戸田塩だっ手羽 7てば
お店の紹介コメント
テイク
おみやげのみの参加となります。7 てば入り 1 パックがチケッ 三島田町駅前にある手羽先からあげ専門店です。
アウトが主ですが、
イートインも出来、
ちょい呑みもOKで
ト１枚でお得に購入できます !!
す。平日のワンコイン弁当も人気です。

☎090-2921-5212 三島市北田町 2-23
通常営業／ 11：30〜20：00 定休日／土・日・月曜日

7 VARIOUS hair & SPA

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

おみやげ：メイドインUSAオシャレなヘアバンド
チケット 1 枚で USA 製ヘアバンドがお得に貰えるチャンス！
頭を締めつけないヘアバンド【baby bling】はストッキングの
ようなナイロン素材。リボンが可愛いく、簡単に洗えるのでい
つでも清潔。新生児〜2 歳頃までお使い頂けます！

初参加

バル時間／ 10：00〜17：00
（※品切れ次第終了）

お店の紹介コメント
美容室ヴァリアス店内にて、
ベビー &キッズ用品の
【PAM
baby&kids】
を併設いたしました！ベビースタイや帽子な
どのハンドメイド品から、珍しい海外直輸入品まで多数取
り揃えてます。
ご自宅用だけでなくギフトにも大変喜ばれ
ます♪見学だけでももちろんOKです！

☎055-955-9898 三島市南本町 6-26
通常営業／ 9：00〜19：00 定休日／月曜、火曜、第 3 日曜日

8 三島イタリアン マリオパスタ

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

おみやげ：極・ペスカトーレピザ
人気メニューの極シリーズより、極・ペスカトーレピザ（通常価
格 1180 円）を。天使の海老、生ウニ、生ホタテを贅沢にトッピ
ング！お電話頂いたら待たずにテイクアウトできますよ！

初参加

お店の紹介コメント
マリオパスタはメインディッシュをご注文していただくと、
サラダバー、
ドリンクバー、
パフェバーが無料で食べ放題
でついてくるビュッフェ・レストランです。女子会、歓送迎
会、二次会などお気軽にご相談ください。

☎055-973-0550 三島市南本町 7-17
通常営業／火〜金 11：00〜15：00、17：30〜21：30、土日祝 11：00〜21：30

1 三嶋大社正式参拝ツアー

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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！？

バル時間／ 11：00〜21：00

初参加

定休日／月曜日

バル時間／ 13：30〜14：20

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

※申込期限：10月4日
（金）16時まで先着20名様 ※幼稚園児以下は無料

お申し込み・お問い合わせ／三島市観光協会（土日祝休） ☎055-971-5000
〒411-0036 静岡県三島市一番町 2-29 三島商工会議所会館 4 階

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。
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2 Body Trust

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

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？

初参加

バル時間／ 9：00〜21：00

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。
9月20日より新店舗にて営業します。
よろしくお願いします！

☎055-981-1616 三島市本町 12-20 高田ビル 4 階
通常営業／ 9：00〜20：00
（最終受付） 定休日／不定休

3 モイスティーヌ三島サロン

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

体験：ハンドケア&ネイル
モコモコ泡とイオンの力でハンドケア！ 8 分で乾く速乾性マ
ニキュアなので簡単に落とせて安心です。フットのマニキュア
の方は足先が出たサンダルがおすすめです。
※当日は予約優先とさせていただきます。
お電話または LINE@→mkv1326o までご連絡ください。

☎055-975-0208 三島市緑町 13-22
通常営業／平日 10：00〜19：00、土 10：00〜17：00

1 柿田川湧水カレー

体 験

お店の紹介コメント
自慢出来るお肌へ♪♪モイスティーヌ三島サロンは美しい
素肌作りを応援しています。
ご自宅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て、専任のアドバイ
ザーがあなたの肌質に合ったパーソナルケアをご提案い
たします。
コンディションや季節に合った最適なケアで毎
日輝く素肌で過ごしましょう♪♪

バル村

子連れ OK

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

初参加

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル時間／ 11：00〜18：00

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、土日祭日 11：00〜19：00

2 自家焙煎珈琲工房 唐良里

バル時間／ 10：00〜16：00

定休日／日曜日、祝日

通常バル プレミアム

おみやげ

初参加

バル村

子連れ OK

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！

初参加

定休日／火曜日

バル時間／ 10：00〜18：00

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

3 POLA ザ ビューティ 三島店

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

体験：ハンドトリートメント＋POLAメイク用品 BAカラーズ秋の新
作メイクアップ体験
POLA のハンドトリートメントで、手のツボをマッサージ！血
行とリンパの流れが良くなってますますキレイに！
さらに、POLA のトップクラスメイク用品 BA カラーズの秋の
新作で、お直しとメイクアップもいたします！
POLA ブースで、キレイになってバルへ GO ！

初参加

バル時間／ 10：00〜18：00

お店の紹介コメント
エステと肌ケアなら、POLAにおまかせ！
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）

4 大阪石橋から亭

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：金賞から揚げ４個
（白から揚げ＆黒から揚げ）
ドリンク：ハイボール orソフトドリンク
おみやげ：金賞から揚げを含む選べる
「おみやセット」
５種類
冷めても美味しい金賞受賞のから揚げを含む、選べる「おみや
セット」は５種類（限定数 150）！夕飯のおかず・晩酌のおつま
み・お弁当にピッタリです！！

初参加

バル時間／ 11：00〜18：00

お店の紹介コメント
今回初参加させていただきます。
くいだおれの街 大阪発
祥のから揚げショップ
「大阪石橋から亭」。金賞受賞のから
揚げは
「塩しょうが」
ベースの
【白から揚げ】
と
「醤油にんに
く」
ベースの
【黒から揚げ】
の２種 類。外はカリッと中は
ジューシー。手間ひまかけ秘伝のタレと独自製法で作った
２種類の
【から揚げ】
をご賞味下さい！

東京四谷三丁目

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。
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5 cafe & bal Popolo

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：牛すじ肉のシチュー
2 時間以上じっくり煮込んだすじシチュー。

初参加

バル時間／ 11：00〜18：00

お店の紹介コメント
キッズスペースを用意している為、
ママ友やご家族での食
事も落ち着いてできます。
こだわりの料理をご堪能くださ
い。

☎055-955-7989 沼津市共栄町 1-2
通常営業／ 11：00〜22：00 定休日／火曜日

6 World Smile Project

通常バル プレミアム

おみやげ

体 験

バル村

子連れ OK

フード：はしまき
ドリンク：WSPオリジナルドリンク
（ソフトドリンク）
学生が作った「はしまき」をアツアツで召し上がれ！お好み焼
きを薄くして箸で巻いているので、とっても食べやすい！食べ
歩きにもってこいです !!

TABLE FOR TWO

World Smile Projectのバルメニューを食べると
世界のどこかで、笑顔になる人がいます。

初参加

バル時間／ 13：00〜18：00

お店の紹介コメント
こんにちは！World Smile Projectです！私たちはボラン
ティアの一環として、大学内の学食を考えて販売していま
す！一食につき20 円分が貧しい国に寄付されます。
ヘル
シーでおいしいメニューを毎月販売しています。今回は
「はしまき」
を提供しています。
ぜひ国際協力をよろしくお
願いします!!

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はしまきを販売し、

このマークが
目印です！
！

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。

この活動に賛同して頂ける方がいらっしゃいましたら、
ぜひご協力お願いいたします。

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。

三島バルお客様アンケートにご協力ください
三島バル は来年開催時に反映 きるよう
三島バルでは来年開催時に反映できるようアンケー
ケ
トを実施しております。
参加のご意見ご感想、こうなったらいいな〜という声
をお聞かせくださ ！
をお聞かせください！

アンケート参加で
次回三島バルのチケットが当たります

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

抽選で
第12回三島バルの

チケットが当たる！
上のバーコードから
ご参加ください。

ツイッター＠mishimabar

# 三島バル

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

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。
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