
World Smile Project
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!!

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!!

バル時間／13：00～18：00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

cafe & bal Popolo バル時間／11：00～18：00

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。

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

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 三島バル Information！

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。

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。

海賊バル を見つけたら、一緒に写真を撮ろう！！
#三島バル   #海賊バル
海賊たちは１度によく食べ、たくさんのアルコールを
飲みます
ステージの後は、街に繰り出し、バルを盛り上げるぞ！

海賊バル を見つけたら、一緒に写真を撮ろう！！を見つけたら、一緒に写真を撮ろう！！
#三島バル   #海賊バル
海賊たちは１度によく食べ、たくさんのアルコールを
飲みます
ステージの後は、街に繰り出し、バルを盛り上げるぞ！16:25～

サア‼
皆、

街に繰
り出し

て

旨い肉
だ‼酒

だ‼サア‼
皆、

街に繰
り出し

て

旨い肉
だ‼酒

だ‼
ステージ後は街へ…

マジシャンシュウ川端 マジックSHOWマジシャンシュウ川端 マジックSHOW
プロフィール
設立11年の静岡県東部を中心に活動しているパフォーマンス集団ふしぎ屋
の副代表。
サービス精神旺盛な彼はマジック歴30年の確かな腕と持ち前の明るさでき
っと貴方を ふしぎと笑いの激！空間に誘います。
目の前で見せるクロースアップマジックから大きなステージで魅せるイリュー
ジョンマジックまで多種多様なレパートリーの持ち主。また大道芸の町 静岡
市公認ライセンスまち劇パフォーマーとしても活動中。
SHOWのあとは、シュウさんも店舗にて神出鬼没MAGIC！
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16:40～

ステージ後は参加店舗で会えるかも！

第1１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に乾杯しよう！（なくなり次第終了）

バル乾杯セレモニー&おふるまい
　
バル乾杯セレモニー&おふるまい
　

いよいよはじまる！
乾杯はみんなで♡

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！

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、
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。

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。

このマークが
目印です！！

店舗にて
神出鬼没
MAGIC！

マジシャンEISHIN今年は店舗で会いましょう！マジシャンEISHIN今年は店舗で会いましょう！
三島出身マジシャンEISHINが参加店舗でマジック！
出会えたらラッキー★
間近で見るととっても不思議！
三島バル参加店舗を回って、不思議なマジックを見
せてくれます。

三島出身マジシャンEISHINが参加店舗でマジック！
出会えたらラッキー★
間近で見るととっても不思議！
三島バル参加店舗を回って、不思議なマジックを見
せてくれます。

20:０0～ 店舗にて
神出鬼没
MAGIC！

※EISHINのステージはありません。20:00ごろ
から参加店舗をまわってマジックを披露します。

20 21

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。

5

6

三島バルでは来年開催時に反映できるようアンケー
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
をお聞かせください！

上のバーコードから
ご参加ください。

三島バルお客様アンケートにご協力ください三島バルお客様アンケートにご協力ください

ツイッター＠mishimabar     #三島バル
当日情報

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

https://www.facebook.com/mishimabar/

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！

抽選で
第12回三島バルの
チケットが当たる！

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

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



東海道三島宿を 飲み歩き 食べ歩き まち歩き！第12回三島バル

Let’s
バル！！

雨天の場合、三島商工会議所脇のウッドデッキに出店します。
（出店者によっては辞退あり）

1２:00-２０:001２:00-２０:00

発達障害の親の会

ハンドマッサ
ージ

東海道本線
三島駅： 上り 22：16 (熱海行)
 下り   0：32 (沼津行) 
 下り 23：10 (静岡行)

伊豆箱根鉄道駿豆線
三 島 駅： 下り 23：50 (大場行)
 下り 23：20 (修善寺行)
三島田町： 下り 23：55 (大場行)
 下り 23：25 (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
富士急静岡タクシー 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、
当日のみ代行初乗り200円引き！
三島バルチケットでのお支払いも可能です！
チケットでのお支払いは後バル終了（10/28（月））まで
※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

この用紙が目印！

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！」
三島バル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！

観覧
無料

11：30~12:40
三島商工会議所TMOホール
休憩スポット

同時開催イベント

11：30~12:40
三島商工会議所TMOホール
休憩スポット

いつもお子様と楽しんでいる読み聞かせを、
みんなでシェアしましょう！

当日飛び入り参加も可能です。
お気に入りの絵本をご持参ください！
(問い合わせ maushima@yahoo.co.jp)

12:10～12:40 
11:30～12:00 

【読み手】
朗読サークル言の葉有志、田中美穂、尾内俊枝、宮地あけみ、宍戸美和、
及川裕子、うさみなおこ、溝田哲也、貴家蘭、佐野真也、中嶋真由 他

白滝公園にて白滝公園にて

第12回三島バル
2020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！！

街中はしご酒イベント

2019-2020

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。

P2 ～ 3 バルの楽しみ方の極意  
P4 ～ 7 店舗MAP
P8 ～20 店舗紹介
P21・２２ バルInformation!
 イベント案内 
P23 店舗ガイドブックについて

子どもの就
労支援団体

子ども達の
作った無農薬

野菜や

果物、雑貨の
販売

発達障害、個性の強い子、当事者、親
の支援の会
ヘルプマークの周知啓発、コーチング、
アンガーマネジメント、茶話会勉強会
等を開催しています。

タピオカドリンクと焼き菓子

唐揚げ・ポテト・さつまスティック
(じゃがいも、さつまいもは、ぱす
てるが育てた無農薬野菜)
ジンジャエール、レモネード、
レモンスカッシュ等ジュース

社会的養護の当事者推進団体

ポップコーン、綿菓子
黒はんぺんフライの販売

ひとり親の会

有機野菜のチップスの販売

ひとり親世帯等の生活支援をして
います。日用品、学用品を含めた宅
食を実施中。

ルン・ひまわ
り富士市役所

通り店

チケットの通し番号に注目！

バルナンバーズ

Wチャンス！
バルナンバーズ

Wチャンス！

三島バル公式店舗ガイドブック
●目次●
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1日開催！

令和や！

へぇ～。

チケット１冊は
１人で使っても
グループで分けて
使ってもOK！！

ドリンクは選べる
から、大人も子ど
もも楽しめる！家
族でバルへ行こう

１日開催だもの！
ギュッと濃密な
楽しい１夜を楽
しんでチョ～

県下最大規模！

ますますワクワ
ク

三島バル！

三島バル公式ホームページ http://mishima-bar.net/

主催：三島バル実行委員会（お問い合わせ TEL：055-955-7750・TEL：055-975-4441（三島商工会議所）） 　
共催：三島商工会議所　後援：三島市・三島市観光協会・伊豆箱根鉄道株式会社    
協賛：三島駅構内タクシー組合・静岡県運転代行協会東部支部・アサヒビール株式会社・キリンビール株式会社
　　 サッポロビール株式会社・サントリーホールディングス株式会社

街中はしご酒イベント

三島のおすすめのお店75店舗のMAP付

2019-2020

三島バル公式

店舗ガイドブック

チケットと引き換えでその日だけのバルメニュー（1ドリンク +1皿料理・
おみやげ等）が楽しめる！マップに載っている参加店舗から選んでね。

令和元年

バルチケット（1冊5枚つづり）

※ご購入後のチケットの払い戻しは出来ません。
前売り 4,000円  

12：00～24：00
※バル営業時間は店舗によって異なります。

13日日10月
第　   回 11 三島バル

LINE＠

当日券 4,500円
(1枚バラ900円)

＠mishima_bar
#三島バル三島バルはもちろん

店舗のイベント情報も→

三島バル公式ホームページ http://mishima-bar.net/三島バル公式ホームページ http://mishima-bar.net/発行：三島バル実行委員会（TEL：055-955-7750）




