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9/29● バルタイム金 9/30● バルタイム土

9/29● バルタイム金 9/30● バルタイム土

ぶどうの木
和ピクルス専門店  こうのもの
「シズ蛸」 たこ焼  村松
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ヴィナイーノ
mare
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Fond de Bar　薫乃函
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藁科銘茶　杉山園
夜食バー　ふらっと
サングリア鷹匠店
ロティサリーアンドゥ　セノバ店
NAPOLI 新静岡ペガサート
フジメン　ペガサート店
トロロ屋
THE  GARDEN  CITIO
St.Fleuri
ワイン食堂ぐるまん Le Bistrot Gourmand
沖縄料理　花丁字
すずとらカフェ
韓国料理　韓旅
Soloio
Vins　Fins TSUKAMOTO
BAR　Le　Refuge
Gemminy's
シューハウス　エクレール
slow life
caravin
れんこん
あまのや繁田商店
トラットリア　Ｄａｉ
ニナス　パリ　静岡マルイ店
驛前 松乃鮨
大安吉日
プロント静岡駅北口店
カフェ&バル　シエナ
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BAR TIME
ランチバル・バル

おみやげバル
9/29（金）・30（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
9/29（金）・30（土）バルタイム共通  ※一部例外あり

行きたいお店の 
バルタイムをチェック！

葵区鷹匠3-11-19
Tel 270-9272

農家さんのこだわり野
菜が所狭しと並んでい
ます。見たことのないめ
ずらしい野菜と出会える
かも!!

お土産　旬野菜セットとお
まけ

77

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　サルシッチャ(自家
製ソーセージ）とキノコのク
リームリゾットとおつまみ小
皿
ドリンク　赤ワイン、白ワイ
ン、ウーロン茶

2323

日吉町駅から徒歩2分。
線路沿いの２Ｆにある　
からだにやさしい素材の
おやつとコーヒーの店。

お土産　自家製米麹酵母パ
ン、国産小麦、きび糖を使っ
た焼き菓子の詰め合わせ
セット（１日5セット限定）

2828

葵区駿府町1-32
Tel 659-1076

居酒屋風のつくりが見所。
サイフォン式コーヒーと木
のぬくもりが安らぎを与え
てくれます。北街道沿の学
生服の山田さん向かい。
メニュー　バル特別グラタン
セット　または　デザート４種
盛合せ

ドリンク　長八ブレンドコーヒー、アイスコーヒー、紅
茶、アイスティのいずれか

3333

葵区鷹匠2-10-25　ONIWA APARTMENT 2F
Tel 非公開

旧ONIWAの二階に昨
年オープン！
美味しいコーヒーとドル
チェでのんびりとお過ご
し下さい。

2121

葵区鷹匠2-21-16
Tel 251-7881

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

2626

葵区鷹匠1-11-10-2　Tel 269-5992

セノバから徒歩1分。日
替りのスパークリングワ
インをメインにした「泡
モノ」の専門店。ゆった
りしたカウンター席は1
人飲みにもピッタリ♫

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　原木切出しのパ
ルマ産生ハム
ドリンク　日替りスパークリ
ングワイン（5種※内1種★有）

3131

葵区鷹匠2-21-14  安部ビル1Ｆ
Tel 251-0307

日吉町駅前のフォンド
ヴォーが自慢の当店。ワイ
ン片手に心ゆくまで赤ワイ
ン煮込みを召し上がれ♪

2727

葵区鷹匠2-2-5　
Tel 090-2264-8220

マイアーアイスと鷹匠バー
ガーが自慢のお店。無料
ギャラリーとしてもご利用
下さい。

3232

葵区鷹匠2-10-23
Tel 255-2829

ｏｐｅｎして早くも4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　秋の味覚 マロンパ
イ＆りんごのシュトゥルーデル

メニュー　鷹匠バーガー
ドリンク　Ｈｏｔコーヒー

2222

葵区鷹匠2-10-7　パサージュ鷹匠2F
Tel 255-3373

京都からセレクトした着
物が揃うこだわりショッ
プ。着付け教室も少人
数制で大人気です。

お土産　扇子

19

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　天然酵母パン詰め合
わせセット

2424

葵区鷹匠2-8-19-２Ｆ
Tel 253-3321

50種以上のクラフト
ビールとイタフレが自慢
のビアキッチンです。お
待ちしております。
メニュー　ランチバル：牛すじ
のシチュー&ライス サラダ付
バル：前菜の盛り合わせ
ドリンク　ランチバル：無し　
バル：クラフトビール生

2929

葵区相生町7-17
Tel 209-8600

シェアできるビストロ料
理とボトルワインが豊
富。１Ｆはバル風、２Ｆは
ゆったり席。
メニュー　小エビのフライ、
ローストポーク、レバーペース
ト、フルーツトマト　４品盛り
ドリンク ギネス生（小サイ
ズ）、グラスワイン、ソフトド
リンク

2525

葵区鷹匠1-11-9
Tel 266-7006

地場の鮮魚と野菜を中
心に、素材の味を生かし
たお料理と、厳選したお
酒をご用意しています。
メニュー　酒肴の盛り合わせ
ドリンク　生ビール、焼酎、日
本酒、果実酒、ハイボール、ソ
フトドリンク

3030

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　古道具のガラスセッ
ト（1日限定3セット）

メニュー　ティラミスとカプ
チーノをｓｅｔで！

2020

葵区鷹匠3-10-1
Tel 273-7778

美味しいイタリアワイン
をグラスで飲めるバール
です。締めには、エスプ
レッソやグラッパも御用
意しております。
メニュー　スペイン産ハモンセ
ラーノ（生ハム）３０カ月熟成
ドリンク スパークリング、生ビー
ル、白ワイン、赤ワイン

55

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＋選
べるチリメン干し（①ペペロ
ンチーノ②上干チリメン③
チリメン佃煮④梅チリメン
⑤昆布チリメンより3種）

1111

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種盛
り合わせ(タラモ　ガーリック
トーストのせ、自家製クリーム

チーズ　クラッカー添え、マグロの洋風タタキ）
ドリンク 生ビール、白ワイン、赤ワイン、ウーロン茶

1717

葵区鷹匠2-10-8  パサージュ鷹匠1F
Tel 252-4970

珍しいポーランド料理を
鷹匠で！昨年帰国した
シェフが腕をふるう本場
の料理とお酒が楽しめ
ます。
メニュー　ポーランドのオー
ドブル５種
ドリンク　生ビール、グラスワ
イン(赤・白）、アイスティー

メニュー　かわきもの
ドリンク　自家製サングリア、
モヒート、スパークリングワイ
ン、季節のフルーツを使った
スペシャルカクテルも。

1212

葵区鷹匠2-10-8　パサージュ鷹匠２F
Tel 090-8864-0610

イタリアの高級メンズ服
の店ですが、オリジナル
の紅茶とコーヒーを
1.000円～販売してい
ます。
お土産　コーヒー豆（プロフェ
ソーレ・ランバルディブレンド／スペ
シャリティ3種）＋紅茶（Ｎｕｉｔ 
Etoilee ニュイエトワーレ）

1818

葵区鷹匠3-11-3
Tel 274-1430

店内は木の温もりのあ
る椅子がカウンターに8
席。６～８名座れるテー
ブル席もあります。

66

葵区駿府町２-1　Tel 253-1334

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

33

葵区鷹匠3-20-11
Tel 293-5000

日々の暮らしの雑貨とお
洋服などを集めたお店
です。

お土産　オーガニックコット
ン100%の今治タオル(ゲス
トタオル）とハンドクリーム
(30ml)のセット。

99

葵区鷹匠2-10-7　パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 251-2033

国内ブランドのメンズ・
ウィメンズ・ジェンダーレ
スなカジュアルファッ
ションを提案するセレク
トショップ。
お土産　RACALのニット
キャップとID DAILYWEARの無
地TEE（ともにメンズ・ウィメン
ズでご用意）

1515

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

1010

葵区鷹匠2-10-7　パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 090-5603-6914

ヘルシーな韓国家庭料理

お土産　
韓国コスメ or 韓国お菓子

1616

葵区鷹匠3-10-2
Tel 204-2252

今年夏オープンしたば
かりの白湯ラーメンメイ
ンのお店。特製ラーメン
をお作りしてお待ちして
います!!

メニュー　特製ラーメン
ドリンク　バルドリンクメ
ニューの中から1杯

44

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（1日8本限定）

11

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）

1313

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　クッキー3袋（10種
類のクッキーの中からお好き
なクッキー3袋をお選びいた
だきます）

88

葵区鷹匠２-10-7  パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 255-1260

パサージュ鷹匠内のレ
ストラン。御前崎港の魚
と遠州夢咲牛！両方楽
しめるメゾンコースがお
すすめ！
メニュー　ポークシチューの
ココット
ドリンク　白ワイン、赤ワイン、
ソフトドリンクのいずれか1品

1414

葵区鷹匠3-8-9
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　和ピクルス3個セッ
ト（キノコ、パプリカ、ズッ
キーニ）￥1,000相当

22

バル 17:00～22:00
Smacznego

Ｏsteria TiaLoca
オステリア・ティアロカ

マーレ

おみやげバル 11:00～20:00
プロフェソーレ・ランバルディ静岡

葵区鷹匠2-19 -1　２Ｆ
Tel 050-7115-4558

バル 20:00～23:30
mare

ランチバル 11:00～14:30 （L.O） おみやげバル 11:30～16:00
喫茶まにまに

ランチバル・バル 11:30～20:30
長八珈琲店

バル 18:00～24:00 おみやげバル 10:00～18:00
しずや

バル 17:30～23:00

ワイン居酒屋

シェ・オクス

イートインカフェ  Maiar

ワイン酒場

ヴィナイーノ

バル 18:00-22:00
Quatre

バル 11:00～14:00、17:00～20:00

おみやげバル 9:00～17:00

バル 12:00～21:00

パブリックルーム

バル 17:00～22:00 バル （金）17:00～1:00
　　 （土）15:00～1:00

jacuzzi ~awabar~ �
ジャグジー   ～  アワバー  ～

四川京 鷹匠店

バル 17:00～22:00
Fond de Bar 薫乃函

ランチバル 11:00～14:00

フォン・ド・バー マイアー

おみやげバル 11:00～21:00
Patisserie HANAI

パティスリー・ハナイ

カフェバール　ロッシ

ハレノヒ

おみやげバル 11:30～19:00

kimono 梅千代
おみやげバル 12:00～17:00

LE CHAMP VOLANT
バル 11:30～L.O 13:30  
　　 17:30～L.O 22:00

RISSO Beer Kitchen

バル 18:00～22:00
Quatre Plaisir

バル 18:00～21:00
夷則
いそくキャトル・プレジール

ル・シャン・ボラン リッソ　ビアキッチン

おみやげバル 12:00～18 :00
Ia potto. teto

ラ ポット . テト

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  11:00～19:00 おみやげバル 12:00～20:00

PUBLIC ROOM
フォセット

Fosset

グルノーブル カフェレストラン

ジュー･ド･ポム鷹匠

おみやげバル 11:30～14:00
ALLEE RESTAURANT

おみやげバル 11:30～17:30

ぶどうの木
おみやげバル 10:00～19:00

chagama

おみやげバル 11:30～17:00 バル 17:00～21:00おみやげバル 11:00～17:00

和ピクルス専門店

こうのもの Grenoble

葵区鷹匠3-7-25
Tel 090-6649-3116

葵区鷹匠2-10-7  パサージュ鷹匠1Ｆ
Tel 260-4775

　物市場しんま路

Table

アレイレストラン

スマッチネゴ

チャガマ

メニュー　フルーツトマトと
バジルチキンのクロケット、
キャロットラペ、アンチョビの

ポテトサラダの盛り合わせ　ドリンク　自家製だい
だいチェッロのカクテル、赤・白ワイン、クラッシュシ
トラスゼリーinジンジャーカクテル(ノンアルコール）

Caffe Bar ROSSi

キャトル

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

主催   御伝鷹まちづくり委員会

10/28●
13:30～16:00
（受付:13:30～14:30）

場所/けやき通り
（丸井静岡店さんと旧静岡109さんの間）

10/28●
13:30～16:00
（受付:13:30～14:30）

場所/けやき通り
（丸井静岡店さんと旧静岡109さんの間）

土

参加費（保険代）
1人100円

遊びにきてニャ！

ここは東海道
二峠六宿・府中宿

2017

どこに停めても駐車料金割引サービス！
SHIZUOKA   静岡ピー・モール

どこに停めても・どこで買い物しても
駐車料金サービス！
どこに停めても・どこで買い物しても
駐車料金サービス！

お得 メリット❶

加盟店でのお買い物による
駐車料金サービスは、積上げ方式！
加盟店でのお買い物による
駐車料金サービスは、積上げ方式！

お得 メリット❷

御幸町発展会・伝馬町発展会・鷹匠1丁目商業発展会・御伝鷹まちづくり株式会社
み  て  た

SHIZUOKA

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。

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 080-4961-8068
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66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
。

御伝鷹まちづくり委員会
み 　 て 　 た

ここは東海道二峠六宿・府中宿御
幸町・伝馬町・鷹匠界隈

第6回

東海道歴史街道2峠6宿

2017/9/29●,30●金 土

みてたバル

9
月
の
プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
は
、み
て
た
バ
ル
で
！

右記コードから無料アプリ
「COCOAR２」を

ダウンロードしてください

たてみさんをスキャンして、
みてたバルの情報をGET!

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

チケット販売  ９/１（金）～
チケットはバル参加全店で購入できます

た
て
み
さ
ん

チケット2枚分の

みてたバル特別メニューを

ご用意しております！
マーク

●前売券 3,700円 １冊５枚綴り
 ※9/28（木）まで
●当日券  4,200円 ※9/29（金）・30（土）

詳細は、各店に掲示してある
メニュー表をご覧ください。


