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10/6● バルタイム木 10/7● バルタイム金

ランチバル・バル

おみやげバル
10/6（木）～8（土）バルタイム共通  ※一部例外あり

ランチバル・バル・おみやげバル
10/6（木）～8（土）バルタイム共通  ※一部例外あり

ハワイ食堂　レアレア
ぶどうの木
「シズ蛸」　たこ焼　村松
麺屋　日出次
haco28+ ハコニワプラス
和ピクルス専門店  こうのもの
ワイン酒場 ヴィナイーノ
靑物市場しんま路  Table
Grenoble
La Cave de NAGAFUSA
MARNIE'S  COFFEE
ALLEE  RESTAURANT
しずや
Smacznego
chagama
カフェレストラン　ジュー･ド･ポム鷹匠
romane
IRISH PUB amber kitchen
Salon de Ａ.U.S（こなす製菓）
ワイン居酒屋  シェ・オクス
Patisserie HANAI
Ia  potto. teto
OLD  SCREEN
フジメン　鷹匠店
Ｏsteria TiaLocaⅡ
LE CHAMP VOLANT
Quatre Plaisir
La table du boucher 
四川京　鷹匠店
Fond de Bar　薫乃函
RISSO Beer Kitchen
ロティサリーアンドゥ
駿河もつ鍋　ＪＵＮ
夷則（いそく）
Maiar
すんぷ町　寿し政
中華飯店　新京
長八珈琲店
やきとり居酒屋　一番鶏
居酒屋　おい川
ショコラファン
藁科銘茶　杉山園
手造りニョッキの店　PaPa
cielo azul café
サナプラス
リュバン　
フジメン　ペガサート店
トロロ屋
和食処　龍雲亭
デイリーヤマザキ静岡伝馬町通り店
立ち喰い寿司　みずほ
La  Sommeliēre
St.Fleuri
Good Old Table
ワイン食堂ぐるまん Le Bistrot Gourmand
沖縄料理　花丁字
鈴木豆腐店
すずとらカフェ
韓国料理　韓旅
Soloio
ヴァンファン ツカモト
枯れない花屋 amagaeru
シューハウス　エクレール
Bar slow life
あまのや繁田商店
太郎
Bistrot　Yｓ
小だるま亭
驛前松乃鮨
プロント静岡駅北口店
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15:00～17：00
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行きたいお店の 
バルタイムをチェック！

■と■は 8（土）もやってます！
葵区鷹匠3-7-25
Tel 090-6649-3116

素材を生かした、安心、
安全なお菓子を提供し
ています。しっとりふわ
ふわな「たまごのふわふ
わ」が大人気です。

お土産　生クリームロールケーキ
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葵区鷹匠2-20-5-1
Tel 272-0187

お肉料理とワインを楽しめ
る大衆的なフランス料理屋
です。

メニュー　シャルキュトリー
盛り合わせ
ドリンク　ビール、白ワイン、
赤ワイン、ソフトドリンク

28

本場四川料理を味わえる
中華料理店。麻婆豆腐、
坦々麺が人気ですが、火鍋
もおすすめです。

メニュー　若鶏と果実の四
川炒め(小）、水餃子（３個）
ドリンク　ウーロン茶
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葵区鷹匠2-21-14  安部ビル1Ｆ
Tel 251-0307

素材からこだわるフォンド
ヴォーが自慢の当店。完全
無添加の滋味溢れる赤ワイ
ン煮込みを、ワインと共に居
心地のよい空間でどうぞ。
メニュー　パエリアとチーズリ
ゾットのライスコロッケ2種盛り
キャロットラペ添え

ドリンク　自家製レモンチェッロのカクテル、赤・白ワイ
ン、自家製ジンジャーカクテル(ノンアルコール）

30

葵区鷹匠２-10-7  パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 255-1260

当店はフランス料理です。素材は
とてもこだわり、地産地消で、魚は
御前崎の鮮魚、肉は夢咲牛Ａ５ラ
ンクのヒレを使用。パン、ドリンク、
デザートに至るまで自家製です。
メニュー　イベリコ豚のローストのサ
ンドウィッチ

ドリンク　ミモザ（オレンジジュースとスパークリングワイン）、キー
ル（カシスリキュールとスパークリングワイン）、ノンアルコールあり
お土産　イベリコ豚のローストサンド
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葵区鷹匠2-10-8  パサージュ鷹匠2F
Tel 269-5351

お土産　2,000円相当の雑貨。
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葵区鷹匠2-10-8  パサージュ鷹匠2F
Tel 272-2734

フィッシュ＆チップス・シェ
パーズパイなどのパブフー
ドをウイスキーやビール・
ワイン・カクテルで楽しめ
る店です。

ヨーロッパ、アメリカのお
しゃれでリーズナブルな洋
服、雑貨の揃ったお店で
す。パサージュ鷹匠の２Ｆ
にあります。

メニュー　おつまみ
ドリンク　生ビール、グラスワ
イン（赤・白）、ウーロン茶
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葵区鷹匠2-12-3
Tel 253-4448

なつかしい映画のポスター
や本があります。バック
ミュージックは映画音楽を
流しています。
メニュー　カレースティックパンの
ハーフ（辛口のカレーをチーズをぬっ
て焼き、スティック状に切ったパンに
つけて食べていただきます）
ドリンク　グラスビール、赤or白ワ
イン、ウーロン茶、オレンジジュース
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葵区鷹匠3-21-6　Tel 253-2403

スープ、餃子、フジメン全店
の仕込をここでしてます。
月・火・木・金、昼の３時間
だけ営業中。（冷凍餃子の
お持ち帰り別）
メニュー　おいしくて体もよ
ろ昆布「がごめ昆布ととろろ
の月見らーめん」
お土産　プレミアム肉餃子
（生冷凍）15個。2倍以上豚

肉を入れました！採算があわないので定番にはしま
せん。バルだけの特別品！
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葵区鷹匠2-10-25  Ａｐ2F 2号
Tel 050-3568-7710

クラフトアーティストla　
potto.tetoが自身の作品
やセレクトした雑貨などを
販売しています。

お土産　la potto.teto作品
のポーチなど布小物
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葵区鷹匠3-1-1　Tel 251-0033

北街道沿いに昨年オープ
ン!!市内では珍しい煮干全
開の煮干そば、旨み凝縮の
追い鰹節中華そばのお店
です。バルのために特別に
新鮮なシラスをご用意致し
ます。　
メニュー　中華そば＋シラス（吉
田町産）丼セット
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葵区鷹匠３-８-４　Tel 050-1040-0068

アクセサリーやインテリア雑
貨、全国からのハンドメイド
作品が並ぶ小さな雑貨店で
す。水落交番近く、けやきの
広い道路沿いにあります。
お土産　消しゴムはんこのオー
ダー制作。イラストにお名前や
短いコメントを入れて作りま
す。１つ１つ手彫りの為、お渡し
は後日となります。（納期やイ
ラストの種類はご確認下さい）
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葵区鷹匠3-8-15
Tel 080-4965-9090

「誰かにプレゼントしたくな
る和ピクルス」をテーマに
商品とお店を作りました。
日本人向けのやさしい味付
けになっています。
お土産　みてたバル　和ピク
ルスセット（きのこ、かぼちゃ、
長ネギ）
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葵区鷹匠3-18-22
Tel 050-1173-2781

自家焙煎コーヒーショッ
プ。喫茶、焙煎豆の販売が
中心です。
鷹匠散策のついでにお立
ち寄り頂けるとうれしい
です。
お土産　焙煎豆150ｇとオリジ
ナルキャニスター缶
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葵区鷹匠3-18-20  古永家ビル2F
Tel 209-1221

2016年2月にオープン！
鷹匠の並木道沿いにある
ビルの2階。
窓の大きな開放的な雰囲
気のお店です。
メニュー　おつまみ3品＋プ
チデザート
ドリンク　エビス生ビールor
その他ドリンク
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葵区鷹匠3-19-18
Tel 273-4750

通常はレストラン営業で
す。年に2日間のみ、バル料
金で開放してます。
メニュー　盛り合せオードブル
ドリンク　ワイン
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葵区鷹匠２-13-11  トピア鷹匠 1F
Tel 266-5495

日吉町駅から徒歩2分。
本場で感じたイタリア料
理の本質を曲げず、滋味
深い料理をワインと共に。

メニュー　ランチバル：キノコと
ゴルゴンゾーラ、小麦のリゾット、
バル：イタリアン前菜盛り合わせ
ドリンク 白ワイン、赤ワイン、イタ
リア産生ビール、ウーロン茶
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葵区鷹匠2-13-11  トピア鷹匠102
Tel 250-8334

北海道産小麦など、体にや
さしい素材を使い、「おいし
い」を第一に、天然酵母パ
ンを一つ一つ手作りしてい
るお店です。
お土産　天然酵母パンの
セット
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葵区相生町7-17
Tel 209-8600

カジュアルフレンチ　ワイ
ンとおつまみなど気軽に楽
しめる店。今回のバルは１
階席のみとなります。

メニュー　ローストポーク、レ
バーペースト、小エビのフラ
イ、フルーツトマト　４品盛り
ドリンク 白ワイン、赤ワイン、
ソフトドリンクあり
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葵区鷹匠１-10-10  シャンピア鷹匠1A
Tel 260-6322

焼きたてローストチキン名
物のレストランです。15:00
～17:00テイクアウト店頭
にて販売
メニュー　フレンチ惣菜
ドリンク　ワイン or ソフトド
リンク
お土産　ローストチキンとフ
レンチフライ
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葵区鷹匠１-12-12  篠原ビル1F
Tel 269-4411

良質な牛もつと根菜類を使
用し、桜えびで仕上げる駿河
もつ鍋。今回は、3種の味噌
とすり胡麻、豆乳などで調合
したみそ味をご提供します。
メニュー　クリームチーズのキムチ
漬、桜えびのあん豆富、駿河もつ鍋
ドリンク　獺祭半合、ハイボール、
焼酎、ワイン(赤・白）、ソフトドリンク
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葵区鷹匠2-8-19-2Ｆ  Tel 253-3321

国内外のクラフトビールを
50種以上揃え、ビールに合
うフードと洋食でお待ちし
ております。秀英予備校の
ウラの２Ｆです。
メニュー　ランチバル：牛す
じのシチューランチ　バル：
自家製RISSOソーセージ
ドリンク　ランチバル：無し

バル：生ビール、グラスワイン、カクテル、ソフトドリンク
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葵区鷹匠2-10-8  パサージュ鷹匠1F
Tel 273-1660

地元用宗港より獲れたて
新鮮しらす販売のアンテナ
ショップです。朝採れ野菜
や惣菜、干物等各種人気の
お店です。
お土産　釜揚げシラスと釜
揚げ桜エビ
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葵区鷹匠2-10-8  パサージュ鷹匠1F
Tel 252-4970

ポーランド料理を中心にお
酒に合うおつまみ等を取り
揃えてます。めずらしい
ポーランドウォッカもおす
すめです。
メニュー　おつまみ盛り合わせ
ドリンク　グラスワイン、生ビー
ル、ソフトドリンク
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葵区鷹匠2-10-7  パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 260-4775

パサージュ鷹匠１Ｆのお
しゃれなお茶屋さん。茶葉
はもちろん、お茶を使った
テイクアウトのドリンクも
各種取り揃えております。
お土産　1枚1枚手づくりのお茶
に合うオリジナルクッキーとお茶
４種をギフトボックスにセットして
ご用意します。（約1,500円相当）
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葵区鷹匠2-10-7  パサージュ鷹匠2Ｆ
Tel 255-7551

1986年人宿町で創業。カ
ウンターだけの小さな店で
すが、フレンチをベースにし
た料理も気軽に楽しめる
居酒屋です。
メニュー　オードブル3品盛り
合わせ
ドリンク　生ビール、白ワイ
ン、赤ワイン、ウーロン茶
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葵区鷹匠2-10-23
Tel 255-2829

ｏｐｅｎして早くも3年経ち
ました。手作りのケーキを
お届けしたく、毎日スタッフ
一同がんばっています。

お土産　マカロン５ケセット
（通常価格1,080円）
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葵区鷹匠２-10-7  パサージュ鷹匠２F
Tel 266-6440

パサージュ鷹匠２階の衣食
住の心地よいものセレクト
ショップ・Salon de Ａ.U.S内
にあるヴィーガンカフェです。
メニュー　ランチバル：豆カレー、
バル：野菜寿司or麻炭アイス
ドリンク　ランチバル：トゥルシー
ティー（ハーブティー）、バル：日本
酒or甘酒orトゥルシーティー
（ハーブティー）
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水落交差点の角。水落
交番と常葉大学の向か
いにあります。ハワイの
地元料理を中心にした
ごはん屋です！

メニュー　ランチバル：モチコ
チキン定食、アヒポキ丼　バ
ル：カンパイセット（生又はアル
コール１杯＋モチコチキン２Ｐ）

1

市民文化会館入口、北街
道沿い。たこ焼き８個入
250円。生地をていねいに
作って大変おいしい。焼き
立てが一番！

メニュー　特製たこ焼（８個入り）
を２パック
ドリンク　缶ビール(350ml）１本
お土産　特製たこ焼（８個入り）
を３パック

3

葵区鷹匠3-11-19
Tel 270-9272

Tableは新鮮と美味しさが
モットーの農産物直売所
です。
お土産　旬の採りたて野菜
セット(お得版）
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葵区鷹匠3-19-5  水野ビル1Ｆ
Tel 非公開

フランスの伝統的な古典菓
子を焼いています。

お土産　メレンゲの焼き菓
子詰め合わせ（サクッサクッ
の食感のメレンゲ菓子を3
種類の味で組み合わせ）
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葵区鷹匠3-10-1
Tel 273-7778

大成高校隣の空地向えで
ひっそりと営業して6月で3
周年を迎えます。トスカー
ナ、ピエモンテ州を中心に
イタリアワインがグラスで
楽しめます。
メニュー　ホウレンソウのスフレ、
生ハム、長ネギのポタージュスープ
ドリンク　白・赤・スプマンテのグラス

7

バル 17:30～22:00　おみやげバル 15:00～17：00
ロティサリーアンドゥ

La table du boucher
ラ・ターブル・ド・ブーシェ

リッソ　ビアキッチン

バル 17:00～売り切れ次第終了

駿河もつ鍋 ＪＵＮ

葵区鷹匠2-21-16
Tel 251-7881

ランチバル 11:30～14:30　バル 17:30～23:00
RISSO Beer Kitchen

バル 18:00～22:30 バル 17:00～22:00
四川京 鷹匠店

バル 17:00～22:00
Fond de Bar 薫乃函

ランチバル 11:30～14:00　バル 17:30～22:00 おみやげバル 11:00～18:00（6・7日のみ）
LE CHAMP VOLANT
ル・シャン・ボラン

バル 17:00～22:00
Quatre Plaisir
キャトル・プレジール

Ｏsteria TiaLocaⅡ
オステリア・ティアロカ・２

バル 17:00～23:00

サロン ドゥ アース

Salon de Ａ.U.S（こなす製菓）

ランチバル 11:30～14:00　バル 17:00～22:00

おみやげバル 11:30～17:30
ぶどうの木

ランチバル・おみやげバル 11:00～14:30

チャガマ

おみやげバル 11:00～18:00 バル 17:30～22:00

IRISH PUB

amber kitchen
アンバーキッチンromane

ロマーヌ

バル 18:00～22:00
OLD SCREEN

ランチバル 11:00～14:00　おみやげバル 11:00～17:00
フジメン 鷹匠店

オールド・スクリーン

フォン・ド・バー

おみやげバル 12:00～18 :00
Ia potto. teto

ラ ポット . テト

Patisserie HANAI
パティスリー・ハナイ

ランチバル 11:00～14:30　バル 17:00～20:30

麺屋  日出次
おみやげバル 11:00～19:00

haco28+ ハコニワプラス
おみやげバル 11:00～17:00

和ピクルス専門店

こうのもの

おみやげバル 10:00～18:00
MARNIE'S  COFFEE

バル 18:00～22:00
ALLEE RESTAURANT
アレイレストランマーニーズ　コーヒー

バル 17:30～20:00
La Cave de NAGAFUSA
ラ・カーヴ・ド・ナガフサ

おみやげバル 10:00～18:00

しずや
バル 18:00～22:00 おみやげバル 10:00～19:00

chagama
スマッチネゴ

Smacznego

グルノーブル

Grenoble

おみやげバル 11:00～21:00

ワイン居酒屋

シェ・オクス

カフェレストラン

ジュー･ド･ポム鷹匠

ランチバル 11:30～14:00 　バル 17:00～22:00

ハワイ食堂 レアレア
バル 13:30～18:00　おみやげバル 11:30～18:00

「シズ蛸」

たこ焼 村松

おみやげバル 10:30～17:00 おみやげバル 11:30～17:00バル 17:00～24:00

ワイン酒場

ヴィナイーノ

新静岡駅から徒歩1分の場
所にある和食居酒屋です。
季節を感じられるお料理と
厳選した美味しいお酒をお
楽しみ下さい。
メニュー　酒肴の盛り合わせ
ドリンク　ビール、焼酎（芋・
麦）、日本酒、ハイボール、果実
酒、ソフトドリンク

葵区鷹匠1-11-9
Tel 266-7006

34 夷則
いそく

バル 18:00～21:00

　物市場しんま路

Table

葵区鷹匠３-1-11
Tel 266-6621 葵区駿府町２-2　Tel 253-1334

参加対象
３才～小学生
まで

御幸
町・伝馬町・鷹匠界隈

仮装して　  　　　 集まれ～！

御伝鷹

みてた
ハロウィン

主催   御伝鷹まちづくり委員会

10/29●
13:30～16:00
（受付:13:30～14:30）

場所/けやき通り
（丸井静岡店さんと静岡109さんの間）

10/29●
13:30～16:00
（受付:13:30～14:30）

場所/けやき通り
（丸井静岡店さんと静岡109さんの間）

土

参加無料～♪

遊びにきてニャ！

ここは東海道
二峠六宿・府中宿

2016

2016  10/6●,7●,8●木 金 土

さあ、御伝鷹バルが
はじまりますよ!

み　　て　　た

■未使用チケットや残ったチケットは払い戻し、換金はできませんので
　ご了承ください。
■お酒を飲まれた方は、車の運転は絶対にしないようお願いします。

み　て　た

御伝鷹バルには３つのお楽しみがあります

　 バル
バルチケット1枚で料理とドリンクがセットになった
「バルメニュー」が楽しめます。 素敵な夜を過ごしてくだ
さいね。 ただ…、ゆっくり過ごしていただきたいので
すが、１つのお店にいるのは30 分が目安！混雑時は次
のお客様に席を譲ってあげてください。 また、その店で
引き続き飲食したい方は各店の店主とご相談を！

　　 ランチバル
各店がよりすぐりのランチバルスペシャルメニューをご用
意しています。 店によって、 ドリンク、 デザート、特典のあ
る、無しがありますので十分なリサーチをお願いします。

　　 おみやげバル
御伝鷹バルでは“バルメニュー”の他に、よりすぐりのおみ
やげバルメニューがあります。おみやげバルは6日（木）～
8日（土）まで行っていますのでお楽しみください。

み  て  た

協力 ： 御幸町発展会、伝馬町発展会、鷹匠1丁目商業発展会、
伝馬町自治会、御幸町町内会、鷹匠1丁目自治会、静岡市伝馬町報徳社、
御伝鷹まちづくり株式会社
　 http://www.miteta.biz

み  　て 　 た

主催 ： 御伝鷹まちづくり委員会
TEL 090-1789-6695

2016 駿府秋のわくわく祭 協賛事業

みてたバル

第5回

ここは東海道二峠六宿・府中宿御
幸町・伝馬町・鷹匠界隈

御伝鷹まちづくり委員会
み 　 て 　 た

70店
参加

5
枚
綴
り
の
チ
ケ
ッ
ト
は
、友
人
同
士
や
グ
ル
ー
プ
で
、

あ
る
い
は
1
人
で
2
冊
以
上
購
入
す
る
な
ど
、使
い
方
は
自
由
！

お
な
か
と
お
財
布
と
相
談
し
て
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

バ
ル
当
日
は
チ
ケ
ッ
ト
1
枚
で
も
買
え
ま
す
よ
!!

★ランチバル
★バル
★おみやげバル  6日（木）～8日（土）
※お店ごとに開催日・開始時間・終了時間をご確認ください。

● 3,700円
　１冊５枚綴り
　※前売り・当日券同一価格
●バラ売り当日券 １枚 800円
　※（10/6・木～8・土）は、
　　チケット１枚単位でも販売します！

チケット販売  ９/１（火）～
チケットはバル参加全店で購入できます

6日（木）、7日（金）


