バル日／

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜20：00

13 風土

バル日／

テイクアウト：うなぎ弁当
お店の紹介コメント
7/28 は土用丑の日！寿司・うなぎ処京丸 沼津のうなぎ問屋直営の日本料理店です。問屋直営だ
は、国産うなぎを使用したうな丼弁当を からこそできる、リーズナブルな価格と毎朝直送される
どーんとご用意！一足先にうなぎを食べて、鮮度抜群の国産うなぎ、そして、全国各地の市場から直
この夏を元気に過ごしましょう！
送されてくる新鮮な魚をご用意しています。三島駅徒歩
1分の当店で、うなぎと寿司と豊富なお酒、四季折々の
お料理を並べ、どうぞごゆるりとおくつろぎください。

allez（アレ）
バル日／

☎055-955-8665 三島市芝本町 9-12
通常営業／ 11：30〜14：30 17：00〜22：00 定休日／なし

14 鉄板焼 Kazu

バル村
子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜24：00

バル村
子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：00〜24：00

5

Fujiya

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：鰻串・きも串
ドリンク：ドリンク１杯
fujiya 看板メニューの鰻串・絶妙な蒸し
と焼き加減で最高に美味しいです。

6 大衆鉄板！あした葉

フード：厚切り牛タン
ドリンク：生ビール・ハイボール・サワー
テイクアウト：キャベ II

バル日／

17 みしまプラザホテル

バル時間／ 17：00〜22：00

お店の紹介コメント
昨年リニューアルし、
お一人様でもお気軽
に立ち寄れるカウンターを設置しました。
静岡の食事を楽しんでください。

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／平日、
土曜日 18：00〜22：00
日曜日 11：00〜17：00

テイクアウト：オードブル b
Meyci で人気のバラエティー豊かな洋
風オードブル全７品を一口サイズで食
べやすく、見た目にも鮮やかな、いいと
こ取りの一品です。

18 みしまプラザホテル

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜21：30

19 みしまプラザホテル

フード：魚介と温度卵夏野菜のたまて箱
ドリンク：グラスワイン
（赤・白）、
ソフトドリ
ンク各種
新鮮な魚介と温度卵夏野菜をつめた器
に 秘 密 が … Meyci 店 舗 内 の カ フ ェ ス
ペース（旧セゾン）での提供となります。

20 Bar 客家

バル日／

バル時間／ 11：15〜13：15、17：15〜21：30（火曜〜金曜）
12：15〜21：30（土曜 ）、12：15〜20：30（日曜）

バル日／

フード：海老真丈の湯葉包み揚げ出し風
ドリンク：角ハイボール、
グラスワイン、
カ
クテル、
ソフトドリンク
テイクアウト：ポークスペアリブの米麹味
噌漬け炙り

バル日／

フード：みしまコロッケ付牛すじカレー＆
ドリンク
テイクアウト：みしまコロッケ付牛すじカ
レー＆ドリンク

バル時間／ 11：00〜16：30

22 mishima

vege stand.

テイクアウト：三島バルサンド
三島バル限定サンドをご用意しました！
今回はエビカツサンドです！ 是非ご購入
下さい。

23 Cafe&Bar

Ocean

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：30〜23：00

お店の紹介コメント
三嶋大社からほど近い、桜川沿いに佇む
ワインバーです。昼飲み、チョイ飲み大歓
迎！ディナーも、落ち着いた雰囲気でお
楽しみ頂けます。

☎055-900-8459 三島市大宮町 1-11-28
通常営業／ 11：30〜24：00（23：00lo）定休日／月曜日（祝日の場合は翌火曜日休み）

バル日／

フード：ベジ氷
ドリンク：お茶
テイクアウト：ベジ氷
地元の野菜・果物を使った、ふわふわか
き氷 〝ベジ氷〟

☎080-2657-5677 三島市南本町 20-32
通常営業／ 11：00〜15：00 週末 BAR 営業 19：00〜

バル村

子連れ OK

定休日／月曜日

バル日／

お店の紹介コメント
貸ギャラリーを併設した小さなお店です。
ワンコインランチに加えて、
ヘルシーパス
タメ ニューも提供しています。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

バル時間／ 17：00〜20：00

31 たねまき

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

32 河野米店

24 Cafe＆Bakery

定休日／不定休

グルッペ
バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜18：00

Caro

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜16：00

34 路地裏バル

バル日／

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜16：00

お店の紹介コメント
ランチは産休でお休み中ですが、7月〜9
月まで期間限定で、地元の野菜と果物を
使った自家製シロップでかき氷屋さんを
やっています!!

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／テイクアウト11：30 〜 16：00（イートインも可）
おみやげ11：30 〜 17：30

喫煙可 禁煙

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜18：00

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／ 12：00〜14：00
17：30〜21：00

35

il cocciuto

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：トリュフのリゾット、生ハム乗せ
ドリンク：プロセッコ/グラスワイン/ハイボール他
テイクアウト：生ハムたっぷり特製サンド
+ローストポテト
前回ご好評頂きましたトリュフのリ
ゾットです。テイクアウトは特製サンド
（テイクアウトにはドリンクは付きませ
ん、ご了承下さい）
☎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

36 麒麟

バル日／

41 スパイスセブン

喫煙可 禁煙

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：00〜21：00

42 ララ洋菓子店

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：30〜21：30

テイクアウト：
「おみやげ」
まんぷく芋どら お店の紹介コメント
フード：天然海老チリ& 茶巾焼売
お店の紹介コメント
焼き・みしまコロッケぱん・みしまフルー 本 町に創 業 70 年のパン屋が 経 営する、
ドリンク：グラス生ビール・紹興酒・烏龍茶 落ち着いた雰囲気の中で中国料理をお楽
ティキャロット・ベルギーワッフル
テイクアウト：無添 加食べるラー油 &レ しみくださいませ。
材料に味にこだわったパンが並びます。珈
モン豆腐
「テイクアウト」ハンバーグプレート（コーヒー付き） 琲も豆から厳選した味わい深いものです。
プリッ！サク
いつもお得に提供しているバルメニュー。テイクアウト可能です。
おなじみのパン詰め合わせとテイクアウト
メニューはどちらもチケット代以上の内容
で、
自分用とおみやげ用に喜ばれます。
☎055-973-1153 三島市本町 2-27
☎055-973-1474 三島市泉町 14-10
通常営業／ 9：30〜17：30（本来は 18：30） 定休日／なし
通常営業／ 11：30〜13：30 18：00〜21：30 定休日／不定休

バル村
子連れ OK

50 PatisserieMON
（パティスリーモン）

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜24：00

1

みしま未来研究所

体験：朝活体験＋ちょっとしたお土産
①朝さんぽ
（21、22日）6：00〜8：00
②朝フラ
（21、23日）7：00〜10：00
③朝ヨガ
（22日）7：00〜10：00
④朝カイロ
（22日）7：00〜10：00/6 名限
定要予約
⑤朝抹茶（23日）7：00〜10：00/ 先着 20 名

2 ヘア＆メイクD&D

Dramatic Design
ドラマティック

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

43 RAI4

バル村
子連れ OK

喫煙可 禁煙

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜19：00

お店の紹介コメント
当店人気商品、
ひとくちサイズのカスター
ドシュークリームです。

バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜深夜 1：00

フード：夏野菜のアクアパッツァ＆自家製ガーリックトースト お店の紹介コメント
ドリンク：店内ドリンクメニューより
総合居酒屋ならではの料理をお楽しみ下
プレミアムフード：あしたか牛のローストビーフ さい。
プレミアムドリンク：店内ドリンクメニューより
プレミアムテイクアウト：あしたか牛のローストビーフ
夏野菜をふんだんに使ったアクアパッツァとガーリックトーストで
幸せな気持ちになってほしいです。プレミアチケットのあしたか牛
のローストビーフは前回も人気でした！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／ 18：00〜2：00 定休日／火曜日

44 Izakaya

City Camp

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：バル特別お刺身定食
ドリンク：ソフトドリンクorグラスビール
テイクアウト：バル特別弁当
バル専用に、美味しくボリュームある特
別弁当と、新鮮な豪華お刺身定食を楽し
んで下さい。
☎055-957-1626 三島市広小路町 6-24 1F
通常営業／ 11：30〜20：00 定休日／月曜日、第 1・3 火曜日

45 焦がしバター香る店ACARI
バル日／

テイクアウト：三島バルオリジナルセット※
プレミアムテイクアウト：三島バルオリジ
ナルセット
人気のフィナンシェとマドレーヌを入れ
たお得なセットをご用意して、お待ちして
おります。

46 ピッツェリア バール

ディチョット

フード：ピッツァ マルゲリータとマリナーラのハーフ&ハーフ
ドリンク：生ビール、
ワイン
（赤、
白）、
ハイボー
ル、
ソフトドリンク
（烏龍茶、
オレンジ、
コーラ）
テイクアウト：冷凍真空ピッツァ 2 枚セット
（マルゲリータとクアトロフォルマッジ）
いつでもディチョットのピッツァ！ご家庭のトースター
で焼けるサイズで冷凍真空ピッツァ、人気のマルゲリー
タとクアトロフォルマッジのセットをご用意しました。
☎055-973-6699 三島市広小路町 9-4 第 1 長倉ビル
通常営業／ 18：00〜21：00（LO）土日16：00〜21：00（LO）定休日／月曜日

バル日／

テイクアウト：ミニソープ
プレミアムテイクアウト：洗顔セット
保湿されたお肌は日焼けしにくい！！
ご存知でしたか？しっとりした洗い上が
りで保湿されたお肌へ導きます。お試し
にもピッタリなサイズ。※泡立ち抜群の
ネット付き！

48 Mitsucado

バル日／

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：30〜20：00（L.O）

喫煙可 禁煙

バル時間／ 10：00〜18：00

1

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜17：00

柿田川湧水カレー

バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜17：00

フード：タンドリーチキン
お店の紹介コメント
ドリンク：生ビール
清水町久米田に移転し、10月に新規オー
スパイスとヨーグルトに漬け焼き上げ プンしました。
た、骨無しチキンです。

☎055-957-5858 清水町久米田 149-1
通常営業／平日 11：00〜14：00 16：00〜19：00

2

日家

定休日／火曜日

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：ドタバタバーガー、酒屋のこだわり餃子
ドリンク：●自家製ジンジャーエール●モ
ヒート●クラフトビール
テイクアウト：ドタバタバーガー、箱根山麓
豚の極上スペアリブ、酒屋のこだわり餃子
はじめての参加になりますが地元の食
材をふんだんに使ったお料理を是非皆
様に召し上がって頂きたいです。
☎055-976-9939 三島市谷田 240-16
通常営業／ 11：00〜23：00 定休日／水曜日

3 Cafe & bal

SevensHeven
バル日／

フード：イズ 鹿 バーガー／イズ 鹿チーズ
バーガー
ドリンク：ハイボール／ソフトドリンク他
『イズ鹿バーガー』はアボカドわさびマヨ
ソース、
『イズ鹿チーズバーガー』は自家
製のトマトソース、チェダーチーズを使用
しています。

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜19：00

お店の紹介コメント
三島の谷田でお店をやらせて頂いており
ます日家 cafeです。近隣の農家の方々の
野菜や生産者様から直接買い付けている
鮮度抜群の肉を手作りに拘って当日は一
人でも多くの方に楽しんで頂けるよう頑
張ります。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜

お店の紹介コメント
去年 2月にオープンしました。
当店人気 No.1、伊豆天城の鹿肉を使った
『イズ鹿バーガー』
がオススメです。
キッズスペースがある半個室の席もある
ので、
ぜひ一度ご来店ください。

☎055-924-1722 沼津市東熊堂
通常営業／ 11：00〜16：00（L.O15：00） 18：00〜22：00（L.O21：00） 定休日／日曜日、第 1•第 3 月曜日

4

かなめ

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜18：00

フード：1. チキンライス 2.コロッケ弁当 お店の紹介コメント
その他
コロッケを主とした品づくりの専門店です。
ドリンク：イチゴミルク

5

EATMECAFE

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：かき氷・クレープ
ドリンク：フルーツポンチ・タピオカ・ 電球
ソーダ
テイクアウト：ドリンク・スイーツセット
かわいい♡美味しい！が大集合。大人気
スイーツで暑さもふっとばせ♡

お店の紹介コメント
『バターは心の美容液』4月OPENの焼菓子
専門店 ACARI（あかり）です。焦がしバター
をたっぷり使ったフィナンシェや、爽やかなオ
レンジが香るマドレーヌ、
マカロンにフロラン
タンなど、様々なお菓子をお店で焼いていま
す。
この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：00〜21：00

お店の紹介コメント
薪窯で焼き上げたピッツァやお野菜中心
のおつまみで軽く一杯。
サッカー好きの店
主がお待ちしています。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 10：00〜18：00

6

osteria Casa di Rana

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜18：00

お店の紹介コメント
気分はまるで原宿！
見た目だけでは無い、本格的な一杯♡
ちびっこから大人までみーんな集まれっ！

フード：燻製詰め合わせ
ドリンク：クラフトビール
テイクアウト：自家製フォカッチャサンド
＋ドリンク
自家製フォカッチャのサンドイッチと手
作りジンジャーシロップを使ったオリジ
ナルドリンク！！自家製燻製と美味しいク
ラフトビール！！
☎055-941-8851 駿東郡清水町徳倉 1593-1
通常営業／ 11：30〜15：00 17：30〜22：00 定休日／火曜日

7

坂倉商店

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜20：00

バル日／

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜17：00

お店の紹介コメント
イタリアンをベースとした創作料理のお店。
地元野菜を使ったバーニャカウダ。
自慢の
スモーカーで燻した燻製が絶品！美味し
いおつまみと色々なお酒を楽しめる！！イ
タリア語で
「カエルの家」
という意味の名
前のお店。
カエルの小物がたくさんあるよ。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜17：00

フード：デリ盛り合わせなど
お店の紹介コメント
ドリンク：ビール、
ソフトドリンク
季節の野菜を使ったデリをご提供しま
す。

お店の紹介コメント
アットホームな雰囲気のモイスティーヌ三島サロン♪皆様
の美しい素肌作りを応援しています。最近では男性のお客
様も増えており、第3土曜日はMEN'S DAY です。自分の
お肌を知るとキレイが近づく！お肌が元気になる美容法♡
それがモイスティーヌです♡♡あなたのお肌で感じて下さ
い。体験ご予約受付中！オンラインでの肌相談も受付中です。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

8

World Smile Project

フード：ピザ S1 枚・ポテトフライ
お店の紹介コメント
ド リ ン ク：ビー ル、ハ イボ ー ル、サ ワ ー、三島駅から少し離れたいちょう並木の入
シャンパン、サングリア
り口の交差点カドにあります。
テイクアウト：ピザ Lサイズ 1枚

☎055-988-6160 三島市文教町 2-32-2
通常営業／ 11：00〜22：00 定休日／不定休

定休日／月曜日

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

☎055-978-0637 田方郡函南町大竹 55-1
通常営業／ 10：00〜17：00 定休日／土・日・祝日

バル村

子連れ OK

お店の紹介コメント
朝の活動は気持ち良く、充実した１日がは
じまります。
みしま未来研究所はそんな魅力を発信す
べく、色々な朝の活動を用意いたしました。
朝の写真展も同時開催中。詳しくはみし
ま未来研究所ＨＰ、
ＦＢをチェック！

体験：ダブルシャンプー＆ブロー、前髪カッ お店の紹介コメント
トと眉毛カット
広小路の笑栄通りに昨年オープンしました隠れ家サ
プレミアム体験：ヘッドスパ 10 分とブロー。ロンです。完全個室なので誰にも会わず、ゆっくりとリ
プレミアムテイクアウト：プラセンタ美容液 500ml ラックスをご提供致します。三島バルを機会に新規美
バルメニューで前髪カット＆眉毛カットが
容室に是非お越しください(^^♪
できます。
プレミアムバルメニューでは 爽
快なヘッドスパ♪プレミアムテイクアウトは BiarritzCafe様の向かって右隣、入口が分かりにくい
ですが、
1階のわたしのハイフ様と同じ入口となります。
プラセンタ美容液をご用意いたしました。

お店の紹介コメント
コロナ禍において、営業時間を変更し、お弁当や、
お惣菜を数多く取り揃え、定食を中心に一人飲
みや、飯飲みをコスパ良く楽しめるお店です♪
ワンコインのり弁は、バズリ中w！おつまみ等も、
一人前より豊富に取り揃えています。是非一度
ご来店お待ちしております♪

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

喫煙可 禁煙

☎090-3483-7321

バル日／

47 モイスティーヌ三島サロン

バル村

子連れ OK

デザ イン

バル村

子連れ OK

バル時間／ 6：00〜10：00

☎050-3748-4882 三島市広小路町 4-3（わたしのハイフ様と入口同じ）2 階 3 階
通常営業／ 10：00〜19：00 定休日／火曜日

バル村

子連れ OK

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

お店の紹介コメント
【三島広小路駅徒歩30秒】朝6時まで営業！ドリンク200種類以上！和洋折衷
の創作居酒屋。三島産の卵を農家から直で仕入れた絶品たまご料理と、和洋折
衷のいろいろなお酒に合う多彩な料理が自慢。京都で修業を積んだオーナー
シェフの鉄板料理の中でも、国産鶏を鉄板で炒めた焼鳥がおすすめ！いろいろな
国のビール・ウィスキーから、ハイボール・サワー・ワイン・カクテルなど200種類
を超えるドリンクの数々、もちろんノンアルコールも豊富に取り揃えております。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

喫煙可 禁煙

バル時間／ 11：00〜17：00

☎090-7680-2099 三島市中央町 6-2
通常営業／（火）12：00〜18：00 （水）〜（金）12：00〜21：00 （土）
・
（日）
・
（祝）
10：00〜18：00
喫煙可 禁煙

バル村

子連れ OK

テイクアウト：生ケーキ2 点
お店の紹介コメント
バル村：焼き菓子詰め合わせ
（25日のみ） 三島バル初出店です。市内から離れてい
季節のおすすめケーキの持ち帰り。
ますが、
どうぞお気軽にお越しください。
日替わりでおすすめの焼き菓子を出品
します。

お店の紹介コメント
三島のBASQUE（バスク）
です。Vins de
soifをコンセプトにナチュラルチーズ、
お
ふくろ料理でおもてなし。。気軽なBARで
す。

バル村
子連れ OK

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

☎055-982-1771 三島市中島 267-10
通常営業／ 10：00〜18：00 定休日／木曜日、金曜日

バル時間／ 15：00〜20：00

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

喫煙可 禁煙

バル時間／ 10：00〜17：00

テイクアウト：おまかせシフォン3 個＋お お店の紹介コメント
好きなシフォン１個
三島野菜、国産小麦、豆乳など、
こだわり
の材料を使用し、無添加で体にやさしい
シフォンケーキを作ってます。
この機会に
是非お試しください。

お店の紹介コメント
かわいい。美味しい。をモットーに4月にソフト
クリームをメインとしたテイクアウトのお店を
cafetocco2 号店としてオープンいたしました。
cafetoccoの一 番 人 気メニューのバターシ
フォンケーキとソフトクリームのコラボレーショ
ンがおすすめ! 是非この機会にご賞味下さい！

ティライスを使用しています。夜はスパイスを駆使したおつ
まみとお酒も楽しめます。〆のハーフカレーもございます。

バル日／

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

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 12：00〜19：00

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

☎055-971-6015 三島市川原ヶ谷 145-14
通常営業／木・金・土（週 3 日のみ）10：00〜17：00（なくなり次第終了） 定休日／日・月・火・水（バル期間中のみ 7/25（日）は営業）

バル時間／ 18：00〜21：00

テイクアウト：ベビーシュークリーム
20コ入り

お店の紹介コメント
イタリアワイン専門の隠れ家的レストラン
BARです。通常は喫煙可のお店です、
お
酒もお煙草もお楽しみに下さい
（※バル期間中は禁煙です）

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

☎070-4032-0536 三島市広小路町 5-15
通常営業／ 10：00〜18：00 定休日／不定休

バル村

子連れ OK

バル日／

バル村
子連れ OK

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

フード：チキンカレー
お店の紹介コメント
ドリンク：ビール、
ワイン、
チャイ
コロナ禍の真っ只中、昨年4月に広小路駅すぐの2Fに
テイクアウト：テイクアウト カレー、
タンド オープンいたしました。オリジナルブレンドのスパイスと
リーチキン
じっくり炒めた玉ネギだけで作る本格カリーのお店です。
スパイシーな料理をご用意いたしまし 小麦粉不使用、化学調味料不使用でお肉は全て国産を使
た。スパイスを体にチャージして下さい。用。お米にもこだわりインディカ米の最高峰とされるバスマ

お店の紹介コメント
もうすぐ８周年。広小路のほとりで本格派イタリアンを満
足のボリュームでリーズナブルに提供させていただいて
います。ウッドデッキテラスでのBBQプランや２名様から
できる飲み放題プラン、単品メニューも豊富でパティシエ
の作るドルチェも常時10種類以上ご用意させていただ
いています。ソムリエの選ぶワインもお楽しみ頂けます。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

KARA 坐

フード：スモークターキーレッグ
ドリンク：150 種類以上ある飲み放題メ
ニューからお好きなドリンク1杯
テイクアウト：スモークターキーレッグ &
フライドポテト
当店名物スモークターキーレッグ！三島
で食べれるのは KARA 坐だけ !?ドリン
クも豊富な150 種類以上 !!
☎055-918-7786 三島市広小路町 1-35
通常営業／ 18：00 〜翌 6：00 定休日／不定休

お店の紹介コメント
広小路駅近く、源平川からすぐのお米屋・河野米店です。
今年7月からふわふわかき氷・ソフトクリーム・ドリンクな
ど甘党部門始めました！ こだわりのお米は、県内では当
店でしか取り扱いのないプレミアム米こしひかり「八石米・
じょんのびの里」が大好評。お米の量り売りは少量から
OK。ギフトも各種取扱。近郊配達・全国配送いたします。

バル時間／ 12：00〜15：00

☎080-5049-2553 三島市泉町 14-13
通常営業／ 12：00〜23：00 定休日／木曜日＆不定休

バル村

子連れ OK

バル村

子連れ OK

テイクアウト：自家製鷄ハムのピタパン
お店の紹介コメント
自家製の鷄ハムをピタパン（薄いパン）で 路地裏でひっそりと営業している家族経
挟みました。生姜のソースが決め手です。 営のバルです。
夫婦が作る創作料理をお楽しみ下さい。

お店の紹介コメント
箱根西麓三島野菜を使用したサンドイッ
チ専門店です。
ミシマベジサンド・ダブル
たまごサンド・グリーンきのこサンド
期間限定サンドの4 種類を常時ご用意し
ています！箱根西麓三島野菜もご購入出
来ます！是非お立ち寄り下さい。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

Danke

40 創作ダイニング酒場

☎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

お店の紹介コメント
野菜を中心としたアットホームな居酒屋
です。
よろしくお願いいたします。

☎055-971-2355 三島市南本町 3ｰ26 共栄ビル１階
通常営業／ 11：30〜14：00 17：30〜21：30 定休日／毎週火曜日、第三月曜日

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：00〜24：00

テイクアウト：ロカボ前菜盛り盛りサラダ
鴨のローストやひよこ豆サラダ、生ハム
などを盛り盛りで詰め合わせた前菜サ
ラダです。店先で密にならないよう、予
約のみの対応とさせていただきます。

お店の紹介コメント
からあげグランプリ手羽先部門２年連続金賞受賞
の手羽先からあげ専門店です。13 時間薪のみでた
きあげる戸田塩と岩手の工場から直送されるあべ
どりを使い、小さなお子さまから年配の方まで食べ
やすいさっぱり塩味の手羽先です。お時間にあわせ
てお揚げしますので、ぜひお電話でご予約ください。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

テイクアウト：三島バルスペシャル！ふわ
ふわかき氷・商品券付き
プレミアムテイクアウト：超お得なプレミ
アム米セット・商品券付き
ふわっふわの口どけがたまらない〜スペシャ
ルなかき氷、暑い夏にぜひどうぞ！プレミアム
おみやげバルは、県内では当店でしか買えな
いプレミアム米のセットをご用意しました。

33 restaurant

フード：バスクチーズケーキ
ドリンク：ワイン（カヴァ・白・赤）
・生ビー
ル・ソフトドリンク（コーヒー含む）
テイクアウト：バスクチーズケーキ＋次回ご来
店時に使用できるシルクアイスのサービス券
バスクチーズケーキ発祥の店「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〜24：00 日・祝日 Sunset〜24：00 定休日／月曜日

お店の紹介コメント
源兵衛川のほとりの小さなワイン＆レスト
ラン。300 種のワインと三島食材のペアリ
ングをお楽しみ下さい。

バル日／

☎055-975-1616 三島市本町 9-17
通常営業／ 10：00〜18：00 定休日／日曜日

バル村
子連れ OK

バル日／

☎055-972-7010 三島市広小路町 1-37 臼井ビル 2F
通常営業／ 11：00〜15：00 18：00〜21：00 定休日／水曜日

バル時間／ 17：30〜22：00

フード：小鉢プレート
ドリンク：ワンドリンク
テイクアウト：弁当＋ワンドリンク

☎055-939-7369 三島市本町 6-18
通常営業／ランチ 11：00〜14：00 夜 17：00〜24：00 定休日／月曜日

定休日／なし

café

お店の紹介コメント
4月にバルとしてリニューアルをしました
MARUHAです！！ 野菜のテリーヌ、
フム
ス、
タンドリーチキンやスペアリブなど多
国籍のお料理をリーズナブルな価格でご
用意させていただいております！

バル日／

お店の紹介コメント
ホテルの宴会場で、
ゆったり、広く、
召し上
がっていただけるM'sレストラン。
セゾン
の味を引き継いでご提供しております。
バ
ルメニューの提供は新店舗 Meyciのカ
フェスペース
（旧セゾン）
となります。

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜22：00

フード：MARUHA 自慢のフムス
ドリンク：ワイン、ビール、ハイボール
昨今注目を集めている健康フード!! ひよ
こ豆をベースとし、濃 厚でスパイシーに
仕上げた逸品 !! 是非ご堪能ください！
テイクアウト：3日仕込み!!タンドリーチキン!!
時間をかけて丁寧に作りました！ 酒のあ
てにも、ご飯のおかずにも最適です！
☎080-9351-0081 三島市本町 5-11 サンルン B 号 MARUHA
通常営業／ 18：00〜24：00 定休日／火曜日

vineria

バル村

子連れ OK

49 しふぉん階

バル日／

予約可

フード：アンティパストミスト
（前菜の盛り合わせ）
ドリンク：赤・白・スパークリングワイン、ソフトドリンク
テイクアウト：牛タンの赤ワイン煮込み（真空冷凍）
イタリア直送の生ハム・サラミを中心にワイ
ンにピッタリなおつまみを盛り合わせでご用
意します。テイクアウトは、柔らかい食感がた
まらない牛タンの赤ワイン煮込みです。

喫煙可 禁煙

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

39 Biarritz

予約可

バル日／

☎090-2921-5212 三島市北田町 2-23
通常営業／ 11：30 〜 19：00 土日祝日は 18：00 まで

☎090-9349-1411 三島市本町 13-4
通常営業／ 10：30〜15：00 定休日／不定休

バル村

子連れ OK

バル日／

テイクアウト：戸田塩だっ手羽（塩 )７て
ば + 特別割引券
通常 7 てば 945 円をチケット１枚でご
購入頂けます。さらに次回以降ご利用で
きるバル限定特別割引チケットをおつ
けします。

お店の紹介コメント
たくさんのお客様に支えられ、2007 年の開
店から14 年がたちました。先月店内も改装
し、和モダンのより過ごしやすい空間になり
ました。更に１階駐車場をテラス席のテイク
アウトイートスペースとし、BBQのプランも
ご用意しています。是非、
ご利用ください。

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

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。12席の個室ができました。是非そちらもご覧ください。

29 でぃりーばる MARUHA

30 VITIS

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：30〜21：30

フード：焼き鳥 2 本、特製ヤンニョムチキン
ドリンク：ドリンク1 杯
テイクアウト：特製ヤンニョムチキンとドリ
ンク1 杯
各日数量限定！特製ヤンニョムチキンと焼
き鳥とドリンク1 杯。暑い季節なのでドリ
ンクにクリームソーダもいれました！テイ
クアウトの方はヤンニョムチキン増量！

予約可

12 MASTICAVINO

バル時間／ 17：00〜21：00

三島直売所

予約可

☎055-975-3895 三島市中央町 7-7
通常営業／ 11：00〜16：30 定休日／木曜日

喫煙可 禁煙

バル日／

バル村
子連れ OK

テイクアウト：バターシフォンケーキのソ
フトクリームのせ&tocco ポテト
外側はサクッと中はジュワふわっな新
しい食感のオリジナルバターシフォン
ケーキをご自宅でお楽しみください。

予約可

& Gallery RAKU

21 戸田塩だっ手羽

予約可

11 Café

予約可

☎055-991-7580 三島市大宮町 1-8-50
通常営業／ランチ 11：30〜 ディナー 17：30〜 定休日／火曜日

バル村

子連れ OK

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

予約可

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

喫煙可 禁煙

バル時間／ 18：00〜22：00

予約可

10 ヌーベルジャポネーゼ凛

28 鶏小屋

テイクアウト：スペイン産生ハムと刷りた お店の紹介コメント
てパルミジャーノ・レッジャーノ
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…

お店の紹介コメント
海外、都内と沢山の経験をもつシェフ
（店長）
が振る舞う料理は素材を生かしています。看
板メニューのスライダーバーガーは7cmの
小ぶりのハンバーガー。100%あしたか牛を
超粗挽きで作ったパティーはまるでステー
キの様。
クラフトビールととても合います。

☎055-957-9640 三島市一番町 2-25 KOHWA 1 階
通常営業／（火〜金）ランチ11：00〜14：00（火〜木）ディナー 17：00〜23：00（金）ディナー 17：00〜23：00（土、祝日前）12：00〜23：00（日、祝日）12：00〜22：00 LO閉店1時間前 定休日／月曜日

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

予約可

フード：小フィッシュアンドチップス、バッファローチキン
4ピース（2種類）
ドリンク：ハーフサイズクラフトビール
プレミアムフード：100%あしたか牛のビーフチーズバーガー
テイクアウト：69IPA（350ml缶ビール）小フィッシュアンドチップス
プレミアムテイクアウト：100%あしたか牛のビーフチーズバーガー（予約制）
オリジナルクラフトビールとフードがが楽しめる！

喫煙可 禁煙

喫煙可 禁煙

バル時間／ 17：00〜20：00

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

☎055-971-9655 三島市北田町 7-3 2F
通常営業／ 18：00〜25：00 定休日／火曜日

バル村

子連れ OK

バル村
子連れ OK

tocco

☎055-913-1991 三島市広小路町 3-15
通常営業／ 11：00〜22：00 日曜日 11：00〜17：00 定休日／月曜日

フード：人気の【豚レバーの炙りコンフィ】などの前菜３種 お店の紹介コメント
盛り合わせ
各国のワインと樽生クラフトビール、旬の
ドリンク：ビール2種（SORACHI1984 or 黒ラベル）、ワイン 地元食材を使用し、無添加・化学調味料
（赤or白）、自家製サングリア（赤or白）、ソフトドリンク各種
不使用のカラダに優しい欧州料理のお店
テイクアウト：フィトケミカル 腸活・肝活スープ です。
店内飲食は人気のレバーのコンフィなどの前菜３種盛り合わせ。
テイクアウトはバル限定メニューの免疫力を上げ、抗酸化物質
を摂取できる野菜スープです。ぜひともお立ち寄りください。
☎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）土・日 11：30〜24：00（L.O.23：00） 定休日／火曜・第 3 月曜

予約可

バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

M'sレストラン

予約可

予約可

9 スライダーハウス 24TAP リパブリュー三島

喫煙可 禁煙

バル村
子連れ OK

バル時間／ 15：00 〜 21：00

フード：抹茶のティラミス
お店の紹介コメント
ドリンク：コーヒー又はハーブティー
明治 22 年「菱屋旅館」
として創業以来、受
テイクアウト：アリスタ（豚肩ロースのフィ
け継がれてきた伝統の味とおもてなしの心。
レンツェ風ロースト）
駿河湾の魚介類・箱根西麓三島野菜・富士
プレミアムフード：アリスタ
（豚肩ロース
山伏流水の鰻などの厳選された旬の食材を
のフィレンツェ風ロースト）
厳選された旬の素材を使用した割烹菱屋こだ 使用。
日本庭園に続く個室で、器の中で織り
プレミアムドリンク
：
トスカーナ州産赤ワ
わりのお料理をホテルオリジナルの日本酒又 なす景色もゆったりとお楽しみください。
はソフトドリンクと共にお楽しみ下さい。
イン又はスパークリングワイン
☎055-955-9734 三島市本町 6-18 青島ビル 1F
☎055-972-2121 静岡県三島市本町 14-31
通常営業／ 17：30〜24：00 定休日／水曜日
通常営業／昼席 11：00〜15：00 夜席 17：00〜21：00 定休日／なし
フード：茄子煮浸し雲丹枝豆の出汁ゼリー
かけ・すき身・四元豚低温ロースト3 点盛り
ドリンク：みしまプラザホテルオリジナル日本
酒
（せせらぎ三嶋湧水）
or ソフトドリンク各種
プレミアムフード：国産牛しゃぶしゃぶ or 鰻ひつまぶし
プレミアムドリンク：通常と同じ

フード：バル特製アンティパストミスト
お店の紹介コメント
ドリンク：グラスワイン白or 赤、
スプマンテ、夫婦で営むイタリアンメインのバルです。
烏龍茶
デイリーユース出来るよう豊富なお料理
テイクアウト：ポルケッタ
（イタリアンロース をご用意してお待ちしております。
トポーク）
バルの日だけのお得な前菜盛り合わせです。
☎055-943-5477 三島市一番町 3-21 ダイユウビル 201
通常営業／ 11：30〜14：00 18：00〜22：30 定休日／日曜日、第 3 月曜日

バル村

子連れ OK

お店の紹介コメント
5月31日にオープンした、
みしまプラザホ
テルの新店舗です。
ホテルの味をご家庭
で召し上がっていただけるテイクアウト
ショップです。

☎055-972-2121 三島市本町 14-31
通常営業／ランチ 11：30〜13：30（L.O）ディナー 17：00〜19：00（L.O）ディナーは予約制

バル村

子連れ OK

バル日／

予約可

Lieto

beer+wine abierto（アビエルト）

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

☎055-972-1113 三島市本町 4-4
通常営業／ 17：30〜24：00 定休日／月曜日、第 2 日曜日

バル時間／ 10：30〜20：00

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

予約可

8 Italian Bar

菱屋

バル日／

プレミアムテイクアウト：ステーキと前菜 お店の紹介コメント
盛り合わせ！
一番町鉄板屋 JIN 今年もよろしくおねが
お家で飲もう！そんなお供にステーキと いします。
前菜盛り合わせなんぞいかがでしょうか。

☎055-941-8890 三島市一番町 13-3
通常営業／ 18：00〜22：30 定休日／月曜日

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

☎055-976-2303 三島市本町 14-31
通常営業／ 10：30〜18：30 定休日／なし

喫煙可 禁煙

Meyci

27 craft

お店の紹介コメント
普段、夜は予約制で営業していますが、今
回のバルで３日間限定で参加させていた
だきます！ 若者ふたりで、美味しい日本酒
と、
お酒に合う料理をご用意してお待ちし
ておりますー！

☎055-976-1211 三島市本町 1-32
通常営業／ 11：30 〜 18：00（ランチ L.O.13：30、惣菜 18：00 まで） 定休日／月曜（日曜不定休）

38 cafe

フード：手羽先餃子
お店の紹介コメント
ドリンク：
本格炭火焼き鳥をお手軽に食べれます！
テイクアウト：焼き鳥
種類も豊富に揃えてます！
ジューシーな手羽先に餃子を包んで提供
致します。
肉汁と旨味を包み込みました！

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

喫煙可 禁煙

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
ドリンク：ソフトドリンク or ウーロンハイ 創業昭和 25 年から続いているラーメン
三 島 バ ル に く り 出 す 前 に 昔 懐 か し い 店です。小さいながら頑張ってます。
ラーメンとカレーを食べて下さい。

☎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

喫煙可 禁煙

バル村

子連れ OK

バル時間／ 12：00〜20：00

予約可

鉄板屋 JIN

フード：[ チーズ西京漬・刺身・茄子揚げ浸
し]３品盛り
ドリンク：厳選日本酒２種飲み比べ、ハイ
ボール、ソフトドリンクなど
テイクアウト：自家製とうふハンバーグ 3 個セット
バル限定のオススメ３品盛りと、
日本酒を
ご堪能ください！

お店の紹介コメント
三島駅徒歩３分・三島名産うなぎを串焼
きにしました。鰻は三島の老舗鰻問屋山
本実生商店から仕入れ店内で捌き心を込
めて串を打つ。

バル村
子連れ OK

バル日／

バル村
子連れ OK

バル時間／ 15：00〜20：00

予約可

7

予約可

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

バル時間／ 17：00〜21：00

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

喫煙可 禁煙

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／ 11：30〜17：00
（テイクアウト）
17：30〜20：00
（通常バル）

バル日／

三十飛

予約可

☎055-950-8773 三島市一番町 13-10
通常営業／ 17：00〜24：00 定休日／日曜日

バル村

子連れ OK

たまるや

お店の紹介コメント
5月5日にopenしました！ごはんも食べ
ら れ るアットホ ー ム なcafe kitchen
pangramです！
よろしくお願いします(*^-^*)

バル日／

予約可

フード：串焼き3 種、炙り肉寿司、
ミニ噴火 お店の紹介コメント
サラダ、
お刺身3 種、
いも娘から１品。
大小さまざまな個室席で駿河湾の海の幸
ドリンク：飲み放題メニューからお好きな や地産地消のお料理をお楽しみいただけ
ドリンク1 杯。
ます。
テイクアウト：料理人の造る大きい出汁巻き玉子
「ゆうが」の大人気メニューをピックアッ
プ !! お 食事ものやデザートもあるので、
バルの「締め」にもどうぞ !!
☎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／なし

16 味彩

バル時間／ 10：30〜22：00

26 大衆酒場 本気！炭火焼き鳥

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

予約可

バル日／

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

☎070-2222-8058 三島市芝本町 7-4
通常営業／ 8：30〜last 定休日／不定休

喫煙可 禁煙

37 萬来軒

予約可

ゆうが 三島

フード・ドリンク：ミニパフェと選べるドリ
ンク
（アルコールも可）
テイクアウト：ミニパフェ と 選べるドリン
ク
（アルコールも可）
三島バルだけの限定特別ミニパフェメ
ニュー !! 暑い毎日にはぴったりのソフ
トクリームもついてます！

お店の紹介コメント
三島駅徒歩 3 分
久しぶりのバル参加です。
よろしくお願いします。

バル時間／ 11：30〜13：30 18：00〜20：00

予約可

4

予約可

☎055-976-5556 三島市一番町 9-43 太陽ビル 1 階
通常営業／ 17：00〜26：00 定休日／日曜日

バル日／

バル村
子連れ OK

喫煙可 禁煙

予約可

フード：湧水ポーク串・天使の海老・アス
パラ肉巻き
ドリンク：ビール、
ハイボール、
サワーから1 杯
テイクアウト：湧水ポーク串・天使の海
老・アスパラ肉巻き・プラス串揚げ３本
三島で 1 番美味しい串揚げ

バル時間／ 17：00〜21：00

15 pangram

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

予約可

バル日／

喫煙可 禁煙

予約可

ふたつめ三島

予約可

3

バル村
子連れ OK

バル日／

☎055-972-2234 三島市本町 12-15
通常営業／ 11：30〜14：00
（LO13：30）18：00〜22：00（LO21：30）定休日／日曜日

テイクアウト：冷凍お惣菜（パスタソースと生パスタなど） お店の紹介コメント
フード：豚バラの低温調理串焼きなど
お店の紹介コメント
ド リ ン ク：生ビール、
グラスワイン、
ハイ 牛タンやイベリコ豚など手頃な価格で食
プレミアムフード：ランチ：サラダ、生パスタ、
ミニ 今年 1月にオープンしましたallezです。
ラン
ボールなど
デザート。ディナー：ミニペアリングセット、前菜 チタイムでは自家製生パスタを楽しんでいた
べられる鉄板焼居酒屋です。
プレミアムドリンク：ランチ：ソフトドリンク。ディ だき、ディナータイムではお酒とコース料理、
テイクアウト：豚バラと温野菜のBBQソース
ナー：お酒 3 種。
どちらも数量限定となります。
お互いがより美味しく感じられる組みあわせ
テイクアウトは冷凍お惣菜でお店の味が楽
を提案しております。
ノンアル
しめます。
ランチでは自家製生パスタのセッ 【ペアリング】
コールでのペアリングもご用意しております。
ト、ディナーはお酒と料理のペアリング体験。
☎055-975-1818 三島市芝本町 7-4
☎055-957-2373 三島市一番町 10-8
通常営業／ 17：30〜25：00 定休日／月曜日
通常営業／水・木・金・土・日（水・木・土・日）ランチ 11：30〜13：15（L.O）ディナー 17：30〜21：30（L.O）定休日／月・火
通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

テイクアウト：イタリア産生ハムとサラミ お店の紹介コメント
の盛り合わせ
普通のイタリア料理には飽きてきたなと
お店じゃないと食べれない本場の味を、いうお客さん、
お肉と牡蠣を売りにしてる
家飲み用に盛り合わせました。
イタリアンです。

お店の紹介コメント
三 島の
『風 土』
を食を通じてお届けしま
す！店内飲食もテイクアウトも元気に営業
しています！マッチョのオーナーと色々や
りたがりの女将、明るいスタッフが皆様と
お会いできるのを楽しみにしています。
お
待ちしております♪

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル日／

25 パッパトリア

予約可

2 ペアリングビストロ

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／ランチ 11：30〜13：15（L.O、水・木・土・日）
ディナー 17：30〜21：30（L.O）

予約可

☎055-971-8000 三島市一番町 17-1 MITOWA みしま 2 階
通常営業／ 11：00〜21：00（L.O.20：30） 定休日／ 1 月 1 日、9 月第 1 月曜火曜

フード：風土渾身の三点盛り
ドリンク：生ビール・日本酒・焼酎・ワイン・
果実酒・ソフトドリンク
テイクアウト：炙り鯖の棒寿司
蒸して仕上げた脂の乗った鯖の棒寿司
を特性のタレをかけ炙ってしあげた一
品、リピーターさん多い一品です！

通常バル プレミアム バル村
テイクアウト 体 験 子連れ OK 喫煙可 禁煙
バル時間／ 11：30 〜 14：00
17：30 〜 20：00

予約可

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

予約可

京丸

予約可

1 寿司・うなぎ処

テイクアウト：
「はしまき＆デトックス
ジュース」
WSP が出させていただく商品は、
「はしま
き」
です！関東地方ではあまり聞き慣れた
ことのない食べ物ではないでしょうか。
お
好み焼きを箸に巻いた食べ物です。興味を
示した方は是非お越しください！
☎090-1563-5748

通常バル プレミアム
テイクアウト 体 験

バル村

子連れ OK

喫煙可 禁煙

バル時間／ 10：00〜17：00

お店の紹介コメント
こんにちは！日本大学国際関係学部World Smile Projectです。
私達の活動は、自分たちで考案したメニューを食堂で提供し、売
り上げの一部を発展途上国にいる子供達の給食費として寄付す
ることです。三島バルでも同様に、毎年考案したバルメニューを
販売し、売り上げの一部を寄付金として送っています。
「はしま
き」を購入して、国際貢献をしてみてはいかがでしょうか？

