
2022.5.28 土

前売券：￥3,500-　当日券：￥4,000-
チケット1枚でBARメニュー1つ

チケット
5枚綴り

沼津港・下河原町・宮町・本町・あげつち商店街
アーケード名店街・新仲見世商店街
仲見世商店街・大手町商店街

開催
場所

※各店舗により異なります。
8：00　 21：00

無料シャトルバ
スも運行！

沼津駅南口三
交インファミリ

ーマート前から

30分間隔で運
行します。

使いきれず余ったチケットは、イベント終了後～2022年 6月5日㈰

まで、１枚700円分の金券としてご利用いただけます。

※余ったチケットの換金やおつりはお応えできません。

・チケットは１人１枚切り取ってお店にお渡しください。

・チケット１枚につき、BARメニュー1つが提供されます。

・追加注文に関しては実費でお願いいたします。

・お問い合わせE-mail：11minatobar@gmail.com

★代行協会加盟社の代行を半券の提示で利用すると初乗り100円引き！

「食と音楽のお祭り」夢の港が始まるよ！

チ
ケ
ッ
ト

発
行
証
明
書 2022 年　　月　　日

金額 ■ 前売り：￥3,500-■ 当　日：￥4,000-
ぬまづ港の街BAR実行委員会

様

8：00～21：00

2022年5月28日土

金券：700円
チケット有効期限：2022年6月5日
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金券：700円
チケット有効期限：2022年6月5日
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金券：700円
チケット有効期限：2022年6月5日

3

金券：700円
チケット有効期限：2022年6月5日

2

金券：700円
チケット有効期限：2022年6月5日

1

ぬまづ港の街ＢＡＲ実行委員会

ぬまづ港の街BAR公式アプリ https://eventnavi.info/jp-sz-nmz-minato-bar/ ▶

※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。



無料臨時シャトルバス運行時間
9：00～21：00（約30分間隔で運行）

　沼津駅
（南口三交イン

ファミリーマート前）

1 2 3 4

1 リバーサイド
ホテル

2
4

お車で来た方は
静岡県運転代行協会加盟　アクセス／セフテー／
マスターにチケット半券をお見せいただくと
代行代初乗り100円引きしていただけます。
代行 ４ページの地図の

このマークの場所に
代行が停まっています。

4・6ページの地図のこのマークの場所が
タクシー乗り場です。

BARチケットでの
支払もOKです。

2022.5.28 土

開催
場所

※各店舗により異なります。8：00　 21：00

沼津港3

沼津港・下河原町・宮町・本町・あげつち商店街
アーケード名店街・新仲見世商店街
仲見世商店街・大手町商店街

❹沼津港…21時発最終便のご案内

A

オープニングセレモニー
主催者挨拶とBrassHonkerzの音楽とともに乾杯

大人 5名乗り（上昇する高さは約 10～ 25m）
※地面からロープで繋がっています。
上昇時に大きな音がしますので、小さなお子様に
はご注意願います。
着陸時は衝撃に備え、軽く膝を曲げて下さい。
搭乗時は動きやすい服装と靴でお願いします。
上昇中は風などで激しく揺れる場合がございます
ので、パイロットの指示に従いしっかり手すりに
お掴まり下さい。
カメラ・スマホ等の写真撮影は出来ますが、落下
による責任は一切取りませんのでご了承ください。
その他、係員の指示に従わない場合は、搭乗拒否等の措置を取らせて頂き、回
収したチケットはお返し出来ませんのでご了承ください。

受付：現地35にて当日 8:00 より受付開始（場所は P3参照）
　　　（先着順：体験する時間は指定できません）
尚、使用する燃料（ガス）は多めにご用意していますが、天候によっては燃料が無くなり次第終了となります。

チケット
２枚

熱気球係留搭乗体験

セグウェイ体験
Segway-Ninebot(セグウェイ - ナインボット)シリーズは、 
移動手段をよりスマートでスタイリッシュにする次世代モ
ビリティです。 先進的な技術とデザインを持ち、日々のラ
イフスタイルに大きな変化をもたらします。 インストラク
ターによる簡単な講習で、コース内を自由自在に走ってみ
ませんか？体験乗車は、６歳以上で自立歩行が出き、体重
20㎏以上100㎏未満の方に限らせて頂きます。
また、体験乗車はバル券１枚で５分、
２枚で10分の体験乗車となります。

������������
宇佐美真紀カルテット

JAZZ
LIVE

キャンピングカー見学は勿論、キャン
ピングカーオーナーのナマの声も
聞けるチャンスです。

全国からキャンピングカー仲間が
ぬまづ港の街BARに集結‼

（場所はP3★マークを参照）

Brasshonkerz

飯田徳孝 ｎａｍｉPort do carapau

スヰングオーケストラ　リキバンド FRAN 村松日登美

大道芸パフォーマンス＆16㎜映写機を
使用したチャップリンなどの懐かしのシネマ!!

スマートボール遊びやフルーツミックス綿菓子（名前入り）
も販売致します。

O2 角福請風船大道芸人にゃんこ ぐっち屋のフルーツミックス綿菓子さるびあ亭かーこ

•ぐっち屋のフルーツミックス綿菓子
•さるびあ亭かーこ（街頭紙芝居）　•O2(フットボールパフォーマー)
•風船大道芸人にゃんこ（バルーンパフォーマンス）
•角福請（大道芸不動金縛りの術等）•宇佐美真紀カルテット

•BrassHonkerz
•スヰングオーケストラ　リキバンド
•FRAN 村松日登美

•BrassHonkerz •FRAN 村松日登美 •KaRaLi •よこぴー

•飯田徳孝 •Port do carapau •Aimi bellydance studio Dar Nejma
•nami 他 アイドル＆シンガー出演

FRAN 村松日登美Brasshonkerz KaRaLi よこぴー

�����

B �����

17：00～ D ����� 12：00～21：00

大道芸 12：00～18：30
16㎜映写機シネマ 19：00～21：00

13：00～20：30

12：00～20：45

C ����� 13：00～20：00

三ツ沢グッチ＆さるびあ亭かーこが
MCを務めオープニングセレモニー
を盛り上げます。

三ツ沢グッチ＆さるびあ亭かーこが
MCを務めオープニングセレモニー
を盛り上げます。

　※１回の搭乗は約５分間です。
　※未就学児が搭乗する場合は、保護者同伴とします。
　※風速や雨天等により中止・一時休止する場合がございます。
　※上空コンディションにより実施時間を前後する場合がございます。
　※上昇する高さは当日のコンディションによります。
　※妊娠中・泥酔者・注意事項を守っていただけない方はお断りする場合がございます。

チケット
１枚

チケット
２枚

受付：現地36にて当日 9:00 より受付開始（場所は P3参照）

プロフィール：宇佐美　真紀　Vocal 
1974 年生まれ、三島市出身。 幼少の頃
からエレクトーン、ピアノを学び様々
なジャンルの音楽に親しむ。20代後半
から地元のジャズ喫茶で、歌い始め本
格的にジャズ歌手として活動を開始。瀬戸　彰 Ds奥平　智 sax

皆川　育代 Pf 吉田　昭嗣 Bass

Aimi bellydance studio Dar Nejma 24時間営業
フリーダイヤル

※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。2
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千本

大道芸のパフォーマンス予定
ポイントです。

JAZZの演奏予定
ポイントです。

※ライブイベント・船上・熱気球の催しは天候等の事
　情により変更または中止の場合がございます。

3

➡

※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。

安信運輸株式会社

沼津市志下653-2　TEL（055）931-0500㈹

事業内容／一般貨物、引越、倉庫保管、各市場生鮮食品定期輸送

33 13 32

4



み …おみやげBARもご用意しております。
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2５トニーズホノルル沼津ベイサイド
TEL／055-954-6366
BAR営業時間／12：00〜21：00�
店内BAR　一番人気のガーリック
シュリンプ
お土産BAR　しょうゆピックライス

漁師寿し 網元 武田丸
TEL／055-952-3311
BAR営業時間／10：00〜18：00�
最高級本まぐろ　100ｋｇ級
中とろ　２カン　用意してます

㈱マルヤ水産　沼津港直営店
TEL／055-951-0008
BAR営業時間／9：00〜15：00�
キズ有ですが大ボリュームで人気の
アウトッレット干物詰め合わせ1袋
とチケット1枚交換☆★

久 魚健
TEL／055-963-3373
BAR営業時間／11：00〜20：00�
卸問屋が作るおつまみ3点セット。ボイルエ
ビ・メヒカリの唐揚げ・1点は当日のお楽し
み♪缶ビールorソフトドリンク付き!売り切
れ次第内容変更になる場合もございます。

沼津 かねはち
TEL／055-954-0008
BAR営業時間／16：00〜20：30�
沼津港水揚げ量№１はサバ！沼津産
特大サバでトロ〆サバ握りをご用意
致しました！ドリンク付

SAKANAまるご
BAR営業時間／
14：00〜無くなり次第終了�
今、話題のたっぷりしらすの寿司パ
フェをお好きな飲み物3種の中から
１杯どうぞ！！

沼津漁師めし食堂
TEL／055-964-1055
BAR営業時間／11：00〜17：00
お寿司３点盛り
１ドリンク
アルコールorソフトドリンク

どんむす
TEL／055-962-5111
BAR営業時間／16：00〜無くなり次第終了�

「海老フライ丼」
プリプリ海老フライがガッツリと
乗ったボリューム満点な海老フライ
丼!! 限定100食です。

すし処　古川
TEL／055-964-4141
BAR営業時間／17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）
バルの締めに、握りとお味噌汁はいか
がですか？ Aセットは握り3貫とお味
噌汁、Bセットは巻物と自家製玉子焼
とお味噌汁です。

しば田や
TEL／055-900-1684
BAR営業時間／14：00〜無くなり次第終了�
しば田や特製ミニすき身丼
ソフトドリンクor焼酎１杯

海鮮工房　尽
TEL／055-960-7772
BAR営業時間／10：00〜16：00�
人気のある食材を丼にしました。ア
ジフライと一緒にどうぞ！丼はス
プーンでお召し上がりいただけます。

ごはんどころ 海賊亭
TEL／055-952-5525
BAR営業時間／9：00〜20：00�
カサゴの唐揚げとグラスビール、ま
たはウーロン茶。カサゴはまるごと
全部食べられるよ♪

真鯛
TEL／070-8362-0235
BAR営業時間／11：00 〜無くなり次第終了�
店メニュー「鯛カマやき＆ハイボー
ル」・お土産メニュー「鯛のからあげ」

鮨庵さいとう 旬彩街店
TEL／055-952-3009
BAR営業時間／17：00〜なくなり次第終了�
生ビールとまぐろ４かん

（生ビールの提供が出来ない場合も
ございます。）

アロハクレープ
TEL／090-6646-9973
BAR営業時間／10：00〜21：00�
クレープチョコバナナ・チョコフ
レーク・チョコアーモンドから１品。
ソフトクリーム・コーヒーフロート
から１品。それぞれ１品ずつ。

踊りあじ専門店　沼津港あした葉
TEL／055-939-7784
BAR営業時間／10：00〜15：00�
踊りあじ　あした葉は、アジフライ
と静岡タルタルで、ぬまづ港BARを
盛り上げます!!

まるが港食堂
TEL／050-3699-1120
BAR営業時間／10：30〜なくなり次第終了�
沼津産太刀魚づくし盛り合わせとお
好きなドリンク1杯。テイクアウト
容器も選択できます。（太刀魚フラ
イ、串焼き、コロッケセット）

沼津深海プリン工房
TEL／055-962-9010
BAR営業時間／17：00〜なくなり次第終了�
当店人気の深海プリンとプレーンの
セット!! 数に限りが御座いますので
早めにどうぞ♡

ぬまづ港　木村屋　幸せの玉子焼
TEL／055-963-9901
BAR営業時間／10：00〜17：00（無くなり次第終了）�
こだわりのだし汁、厳選した新鮮な玉子
で『あっ、うまい！！』の声が聞きたくて
頑張っています。玉子焼１本入　定価８８０
円のしなとチケット１枚と交換致します。

いなろ食堂
TEL／055-963-0176
BAR営業時間／お見せオープンから無くなるまで�
いなろ食堂特製の焼き菓子6種類が
セットになったお土産BARを是非ど
うぞ!!

なな輝
TEL／055-961-0077
BAR営業時間／16：00〜なくなり次第終了�
国産和牛たたきの握り3貫、炭酸強
めのハイボール又はソフトドリンク。

海女小屋BBQ
TEL／055-954-3935
BAR営業時間／10：00〜17：00�
サザエ、カキ、ホタテ、ホンビノスの４点
盛りと缶ビール、サワー、ノンアル、ソ
フトドリンクから１点のワンドリンク、ワン
フードを提供！

カネキン露長商店
TEL／055-962-7773
BAR営業時間／10：00〜14：30�
店主がセレクトした朝づくし（数量
限定）ひものを用意しております。
Ｋの機会にご家族で沼津ひものをぜ
ひお召し上がりください。

港のカキセンター「カキ小屋」
TEL／055-962-6811
BAR営業時間／9：00〜なくなり次第終了�
沼津港で牡蠣といったら当店！通常
なら2個の所、今回は3個でご提供！
ぜひご来店ください！

沼津深海プリン工房 青とプリンとジュラート
TEL／055-957-4223
BAR営業時間／12：00 〜無くなり次第終了�
当店1番人気の深深海プリンと2番人
気の静岡産イチゴジャムを作ったい
ちごプリンの2個セット!! 数量限定
の為お早めにどうぞ。

ふみ野
TEL／090-1475-7533
BAR営業時間／14：00〜18：30�
駿河小鉢 or 駿河丼 or サーモンとネ
ギトロ小鉢 or サーモンとネギトロ
丼。生ビール、焼酎、ソフトドリンク。

Hamburger & Cafe 沼津バーガー
TEL／055-951-4335
BAR営業時間／10：00 〜無くなり次第終了�
あしたか牛のメンチカツを挟んだ

「長泉あしたかつバーガー」とドリン
クの特別セット（ドリンクはセット
ドリンク12種の中から）

iiRA fruits
TEL／080-1463-8785
BAR営業時間／11：00〜無くなり次第終了�
キューブ型のフルーツサンド。
大人気商品の2種1セットを販売しま
す。数に限りがございますのでお早
めに御来店下さい。

港の揚げはんぺん屋（やいづ屋直売店）
TEL／080-3254-8810
BAR営業時間／12：00〜19：00無くなり次第終了�
人気のはんぺんが入った4代目一押
しの詰め合わせ!!
揚げたてですよ〜〜〜 !!

鮨庵さいとう 本店
TEL／055-954-3009
BAR営業時間／17：00〜なくなり次第終了�
生ビールとまぐろ４かん

（生ビールの提供が出来ない場合も
ございます。）

 ㈱芹沢パッケージ
TEL／055-951-1869
BAR営業時間／11：00〜15：00�
業務用の店の為、普段なかなか入れ
ない方もこの機会にお立ち寄り下さ
い。感染対策をしてお待ちしていま
す。※写真の茶わん、箸の柄は選べます。

五鉃
TEL／055-946-5835
BAR営業時間／11：00〜16：00�
本日の鮮魚にいくらをのせた「弐鉄」
のハーフサイズです。途中で金目鯛
の出汁を入れてごま茶漬けで〆る。
一度で二度おいしい。

沼津魚がし鮨 本店
TEL／055-963-4090
BAR営業時間／11：00〜20：00�
朝どれ3種握り又は刺身3点盛りのど
ちらか1点と選べるドリンク。

うなぎ処京丸
TEL／055-951-0358
BAR営業時間／11：00〜21：00（ラストオーダー 20：30）�
BAR人気No.1! お得なうなぎ弁と
ビールorお茶はいかが？店内ではう
なぎや刺身、揚げ物が選べてワンド
リンク付! 今宵は京丸で乾杯!

熱気球係留搭乗体験
TEL／090-3252-2618
BAR営業時間／8：00〜10：00、15：00〜17：00天候によって前後します。�
本物の熱気球に乗り、上空への上昇体験ができる熱気
球係留搭乗体験です。是非この機会に、「気球で空に
浮かぶ」という非日常的な体験をしてみてください。
BARチケット2枚で約5分間の搭乗体験となります。

セグウェイ
TEL／090-3252-2618
BAR営業時間／9：00〜12：00、13：00〜16：00
今話題の次世代モビリティを簡単な講習で
コース内を自由自在に走ってみませんか？ (年
齢、体重制限があります)体験乗車はバル券１
枚で５分、２枚で10分の体験乗車となります。

チケット2枚
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沼津港

千本港町
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千鳥丸のり場
サンセットクルーズ
ジオツアーのり場

沼津港深海水族館

代行

3738

39

40

41

4243

44

46 4748

49 50 51
52

45

セブンイレブン●

スルガ銀行●
●ファミリーマート

臨時シャトルバス
発着所
沼津港
3

沼津駅

沼津港周辺
エリア

喫煙所

A

本部

Ami号
JAZZの演奏予定
ポイントです。

※ライブイベント・船上・熱気球の催しは天候等の事
　情により変更または中止の場合がございます。

タクシー

※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。

2,180円（税込）

【年中無休】【営業時間】11：00～21：00

獲れたての刺身
各種ご用意しております。

本店
沼津我入道漁協即売所新鮮・安心

　 漁協の直売

30 3４ ４8

6



ジオツアー（大瀬崎の砂嘴と南火道）46
　　

ちどり丸で行く大瀬崎ジオツアー
所要時間約2,5 ～ 3時間 1 回定員　50名
■参加年齢／小学生以上
■募集定員／各回 50名
■参加方法／当日バル本部前に受付を設置します（バルチケット 2枚）
■受付時間／受付８：30 より
■集合場所／沼津港内 ちどり観光汽船発着所前
■船の運航行程／
　① 9：30沼津港発…10：00大瀬崎着 12：00大瀬崎発…12：30沼津港着
　②11：00沼津港発…11：30大瀬崎着 13：30大瀬崎発…14：00沼津港着
　③12：30沼津港発…13：00大瀬崎着 15：00大瀬崎発…15：30沼津港着
■持ち物・その他／
　約１時間ほど歩きますので、歩きやすい恰好及び靴・飲み物
　※大瀬崎行き帰りは観光汽船を利用します。酔いやすい方は酔い止め薬等ご用意下さい。

チケット２枚

伊豆半島認定ジオガイドによるジオツアー 2.5
時間

み …おみやげBARもご用意しております。

中央運送株式会社
全国から
豊洲、東京、

生鮮食品

半世紀
江戸前輸送

そして再び
全国へ

沼津市千本港町29-1　TEL055-951-6880

37

４838

39

４6

４1

４3

４４

４５

４7

５2

５1

５0

４0

４2

30分

チケット2枚

丸勘
TEL／0120-922-683
BAR営業時間／7：30〜15：30�
丸勘秘伝のタレにつけこんだサーモ
ンとビール（又はソフトドリンク）
でお出迎えします。

みなとや
TEL／055-951-5733
BAR営業時間／20：00〜23：00�
ドリンク１杯＆本日のお通しor塩鰹
茶漬け

WAKU-WAKU-WAGON
TEL／055-955-7111
BAR営業時間／11：00〜20：00�
ラブライブ！サンシャイン!!のキッ
チンカーです！内浦のB級グルメ「ラ
ブパンチコロッケを使用したバー
ガーです。

あじや
TEL／055-964-1400
BAR営業時間／9：30〜15：00�
生ビールとアジフライ

まぐろの魚栄
TEL／055-962-2277
BAR営業時間／10：00〜18：00�
BAR特選！海鮮丼又は、天然ミナミ
マグロの柵

ジオツアー（大瀬崎）
TEL／090-3938-1746
BAR営業時間／9：30～15：30�
チケット2枚で観光船による伊豆半
島ジオパークのジオサイトの一つ、
大瀬崎の南火道と砂嘴を見学します。

港の街BAR
TEL／055-981-8332
BAR営業時間／15：00〜20：00�
プロバーテンダーによる一夜限りの
ドリームバーを堪能下さい。

マルニ茶業
TEL／055-943-7676
BAR営業時間／10：00〜19：00（商品無くなり次第終了）�
深蒸煎茶「愛鷹茶」の新茶4種より、
お好みの新茶2袋をお選びください。

千鳥観光汽船㈱
TEL／055-962-7537
BAR営業時間／17：00〜18：45�
サンセットクルーズ
出航 １7：００、１7：45、１８：45
ウエルカムドリンク付き。昼間の乗
船も可能です。お問合せ下さい。

沼津クラフト
TEL／090-5846-8521
BAR営業時間／13：00 〜21：00�
新鮮な自家製オリジナルビールが飲
めます。2種類の中から1種類お好き
なビールをお選びください。

み

住所／沼津市西島町12-1 松友ビル1F西側
地元の人に愛され、TVにも多数出演しているお店です。
是非一度お試し下さい。
P3の地図をご覧下さい。

麺奏　弥栄
TEL／055-932-5466
BAR営業時間／11：30〜15：00・17：00〜21：00�
ノスタルジックラーメン

（塩or醤油）
お土産BAR（チャーシューセット）

住所／沼津市添地町40
定番の「黄金トマト麺」は、完熟トマトをふんだんに使い自然のめ
ぐみたっぷり。自家製平打ち麺のつるモチ食感をぜひお試し下さい。
P3の地図をご覧下さい。

黄金トマトのカル麺�沼津店
TEL／055-939-7715
BAR営業時間／11：00〜15：00（L.O.14：30）・17：30〜21：00（L.O.20：30）�
昨年3月添地町に2号店をOPENしま
した黄金トマトのカル麺です。
人気No.1”黄金トマト麺”又は”カル
ボ麺”どちらかお選びいただけます。

住所／沼津市宮町96
さんさん通り沿いにある酒屋です。地元の方も観光でいら
した方もお気軽にお立ち寄り下さい。
P3の地図をご覧下さい。

大川酒店
TEL／055-962-0685
BAR営業時間／14：00〜19：00�
角打ちしませんか？二杯のお酒を1
人で呑むのも2人で呑むのも楽しん
じゃって下さい!!

住所／沼津市西間門262-1 大成ビル106
駐車場5 ～ 6台停められます。ゆっくりお蕎麦を食べに来て
ください。お待ちしております。
P3の地図をご覧下さい。

向島そば
TEL／080-6903-4403
BAR営業時間／11：00〜14：00・17：00〜20：00�
当店イチオシピリ辛坦々うどん（ミ
ニライス）をBAR限定価格にてご提
供いたします。是非お試しください。

住所／沼津市上香貫槇島町1336-18
沼津港・築地直送の魚を個室で、カウンターで。
旬な食材とこだわりの肴で、くつろぎのひと時を。
P3の地図をご覧下さい。

すし処　京丸
TEL／055-939-9100
BAR営業時間／17：00〜21：00�
すこ〜し足を延ばして邸宅風のすし
屋へ。Ａは握り３貫と自家製玉子焼・
Ｂは地鰺入り４貫。ワンドリンク付。
お好みはどちら？

住所／沼津市魚町15 ブルーウォーター内
カフェの階段を上がって扉を入るとすぐ左側にある小さな
セレクトショップです。お気軽にお立ち寄り下さい♡
P3・P8の地図をご覧ください。

洋服とアクセサリーのお店 2CO＊〜 nico~
TEL／055-951-0001
BAR営業時間／11：00〜19：00�
知る人ぞ知る!! 大人のシトラスリボ
ンバッチやキーホルダー。お好みで
サイズカラーが選べます。ご利用の
方限定くじ引き有り。

廻る寿司　武田丸
TEL／055-941-6611
BAR営業時間／10：00〜15：00�
電子レンジで温めるだけ
通常1,300円の品です。

港食堂
TEL／055-962-2800
BAR営業時間／10：00〜15：00�
あじひものほぐしみ丼＋みそ汁

しーらかんすCafe
TEL／055-963-1515
BAR営業時間／10：00〜17：00�
深海もなか、ソフトクリーム、パン
ケーキのお店です。深海塩みるくソ
フトとドリンクセット（コーヒー or
ティー通常900円）

ノリさんのカキ氷
TEL／090-3953-3848
BAR営業時間／12：00〜20：00�
地元の新鮮な食材とこだわりの氷を
アンティークの手動かき氷機で1杯1
杯ていねいに作ります。見た目も味
も自慢のかき氷専門店。

沼津我入道漁協直売所
TEL／055-963-2833
BAR営業時間／11：00〜20：00�
サザエつぼ焼き、タチ魚春巻、アジ
フライセット又は、ミニ海鮮丼。生
ビール・樽ハイ又は、ソフトドリン
ク付。

松
TEL／055-951-7277
BAR営業時間／11：00〜23：00�
うま二郎ラーメン
にんにくのきいた二郎系ラーメン
お土産BARは海老チャーハンお茶付
き

番 外 編
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み …おみやげBARもご用意しております。

静岡中央銀行は
お客様・地域社会と共に発展し
ベストパートナーとして

信頼される銀行を目指します。

飲む？
食べる？

お買い物？ 沼津駅南口の商店街でも
BAR開催!!
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63
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み 創作酒場 隠れ日
TEL／055-946-6669
BAR営業時間／18：00〜24：00�
白レバテキ
低温調理した鳥白レバーをゴマ油と
塩でめしあがれ!!

ALL’S（オールヅ）
TEL／055-963-2711
BAR営業時間／18：00〜24：00�
オールヅのチリビーンズチーズとド
リンク１杯!!居酒屋風のＢＡＲです。
お気軽にいらっしゃいませ

花見煎餅
TEL／055-962-0394
BAR営業時間／9：00〜17：30�
人気商品からっとと彩とりどり５個

開運処　むさしや
TEL／055-962-1657
BAR営業時間／11：00〜17：00�
パワースポット開運処むさしやから
はTVで紹介された開運眉アドバイス
とパワーソルト戸田塩をセットで貴
方の運気をアゲます！

your Room　我母
TEL／090-1235-4043
BAR営業時間／19：00〜22：00�
生ビール１杯・小鉢３品でごゆるり
と大事な時間をお過ごし下さい。」

ダイニングバーマルシェ
TEL／055-963-8885
BAR営業時間／18：00〜22：00�
色々なハム盛り合わせ。ビール、ハ
イボール、赤白ワイン各一杯。平日
は予約制、金・土はバーメニュー。

居酒屋KAGERO-カゲロウ-
TEL／055-952-2929
BAR営業時間／18：00〜22：00�
BARメニューは、若鶏の唐揚げタルタルソースがけ
とお好きなドリンク1杯です。タルタルソースにはグ
レープフルーツとリンゴを使い、あっさり食べられ
るように仕上げました。ご来店お待ちしております。

八六屋
TEL／055-964-1868
BAR営業時間／17：00 〜無くなり次第終了�
生ビール・サワー等限定ドリンク＋
おまかせ串焼き3本orおまかせおで
ん3種

スナック　さくら
TEL／055-900-1965
BAR営業時間／20：00〜25：00�
生ビール、ウィスキー、サワーのど
れか1杯とおつまみプレート。
3月にオープンしたばかりのスナッ
クです。お気軽にお越しください。

笑福亭
TEL／055-954-1358
BAR営業時間／17：00〜21：00�
大人気鶏の唐揚げ、BAR特製モツ煮
＋生ビール含む各種ドリンク一杯。
居心地最高ですよ。

浜忠
TEL／055-919-3512
BAR営業時間／17：00〜21：00�
生ビール、もしくはソフトドリンク1杯
揚げ出汁豆腐。
お土産BARのみのご提供になります。

岡田金魚店
TEL／055-962-4010
BAR営業時間／10：00〜16：00�
好評の二千円相当の高級メダカ５匹
セット！市場で厳選仕入れしてご提
供します。大変お買得です！

水口園茶店（本店）
TEL／055-962-2102
BAR営業時間／9：30〜18：30�
急須１回分の10gパック。煎茶3種
と抹茶入玄米茶、ほうじ茶の計5種
のアソートセット。金券としてもご
利用できます。

楽酒房みのり
TEL／055-954-5120
BAR営業時間／19：00〜22：00�
沼津で唯一の津軽三味線が聴ける飲
食店。飲み放題メニューから一杯と
前菜盛りの一皿をサービス。

肉バル＆ワイン　ベルサイユのバル
TEL／055-962-7880
BAR営業時間／18：00〜23：00�
ひな鶏半身揚げの沼津ブランドは、
当店だけ!! その他にも名物人気メ
ニューからドリンクも選べます。
ドリンク１杯付き！！

井草呉服店
TEL／055-962-0832
BAR営業時間／17：00〜20：00�
ちりめん友禅和柄トートバッグ
27×28×12.5㎝。
A4サイズが入ります。

西洋割烹　味楽
TEL／055-962-6556
BAR営業時間／17：00〜21：00�
ササミチーズカツとグラスワイン（赤・
白）ｏｒバーボンソーダｏｒソフトドリンク

BAL Trenta Tre
TEL／055-962-1808
BAR営業時間／17：00〜22：00�
前菜盛り合わせにハートランド生
ビール、赤or白ワイン、ソフトドリ
ンクの中から1杯

6４GREEDY
TEL／055-963-5511
BAR営業時間／12：00〜21：00�
グリーディータコス/チキン＋生ビー
ルor烏龍茶

6５

66

67 7４

68

70

69

71

river view（沼津リバーサイドホテル2階）
TEL／055-952-2789
BAR営業時間／16：00〜21：00�
ホテルメイドキッシュ＆ソフトク
リームプレートにお好きなドリン
クの「港BALSET」です。※お土産
BALは焼き菓子をセットに。

み

うさぎの木
TEL／055-963-8565
BAR営業時間／18：00〜20：00�
さわやかなスペインワイン又は自家
製サングリアとタパス１皿がお楽し
み頂けます。タパス１皿（カキのガー
リック漬け）

76

78

79

77

み

み

み
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飲む？
食べる？

お買い物？ 沼津駅南口の商店街でも
BAR開催!!

静岡銀行

静岡中央
銀行

yudai
festa

あまねガード

イーラde

沼 津 駅

沼津
ラクーン わたやす

BiVi沼津 プラサヴェルデ

中央公園

沼津
信用金庫

三島
信用金庫

マルサン
書店

臨時シャトルバス
発着所
三交イン
ファミリーマート前

1

沼津
グランドホテル

大手町商店
街エリア

仲見世商店
街エリア
清水銀行

東京電力
パワーグリッド

さんさんホール

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 90

91

92

93

94

95

96

97
98 B1F
4F

※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。※コロナウイルス感染拡大に伴い内容等が変わることがあります。
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飲む？
食べる？

お買い物？ 沼津駅南口の商店街でも
BAR開催!!

み …おみやげBARもご用意しております。

 

 
3 8 25  

TEL.055  963 ― 4190 地域のベストパートナーを目指して

婦人服 アビオン
TEL／055-962-0731
BAR営業時間／10：00〜18：00�
チケット１枚につき700円の金券とし
て扱います。お一人様２枚まで使用可。
おつりは出ません。

86

87み み

8４

たこやきサボちゃん
TEL／055-900-9225
BAR営業時間／11：30 〜23：00
生ビール・ハイボール・タルハイ１
杯とハーフたこやきトッピング付！
たこやきサボちゃん営業中！

松浦酒店
TEL／055-962-0538
BAR営業時間／15：00〜20：00�
酒専門店ならではのクラフトビール・
地酒・国内外ワイン・みかんカクテ
ルなど２杯つまみ付

串焼き　だもんで
TEL／055-954-5033
BAR営業時間／17：00〜23：00�
だもんで自慢の串焼き３本＋もつ煮
込み＋お好きなドリンクのセットに
なります。

沼津・市川園
TEL／055-962-3246
BAR営業時間／10：00〜19：00�
静岡茶『清流』１袋

らーめん 銕
TEL／055-919-0024
BAR営業時間／17：30〜21：00�
東京や博多の激戦区で修行した職人
が放つラーメンの結論！ 2020年2
月に仲見世商店街に移転し今年で10
周年を迎えます。

りぐる
TEL／055-962-0981
BAR営業時間／10：00〜18：30�
柄が選べる綿100％のてぬぐいと、
味が選べる大人のスナックりぐる
PrimpingシリーズのアーモンドMIX
のお土産セット

串家　七兆
TEL／055-950-5574
BAR営業時間／17：30〜21：00�
添地にある小さな居酒屋。
オススメドリンク１杯と串揚げ７本
盛り合わせ。

鶏男　バードメン
TEL／055-951-3102
BAR営業時間／18：00〜27：00�
BARメニューは、やきとりor黒はん
ぺんフライとお好きなドリンク1杯
です。

香香坊（シャンシャンボウ）
TEL／055-963-3682
BAR営業時間／16：30〜24：00�

「焼き餃子と生ビール」（ハイボール・
サワー類・ソフトドリンク類可）のセッ
ト。お子様や食事のお客様には「黄金
炒飯とウーロン茶」のセットを提供。

おしゃれショップ ヤマザキ
TEL／055-962-2949
BAR営業時間／10：00〜19：00�
極上南高梅。一粒一粒和紙で包み木
箱入りの逸品。おみやげBAR・贈答
用に！チケット２枚で１０箱限定。

創作料理ゆうが沼津
TEL／055-964-6700
BAR営業時間／17：30〜26：00（LO25：00）�
串焼き、えびマヨ、大根サラダ、手
創り豆富、海鮮丼、アップルパイの
中から一品お選び下さい！

Calle5411
TEL／055-919-3048
BAR営業時間／18：00〜24：00�
生ビール又はお好きなカクテル一杯
とおつまみ一品。DJブース常設。バ
ンドライヴにも対応。
HP：calle5411.com

本格インド・ネパール料理 エベレストダイニング
TEL／055-954-0145
BAR営業時間／17：00〜24：00�
生ビール・ハイボール・サワーのい
ずれかと、タンドリー焼き鳥または
チキンテイカの組合せ

cafe スプーニー
TEL／055-964-4944
BAR営業時間／15：00〜21：00�
たっぷり野菜のラップロール又は手
作りケーキとアルコール・コーヒー・
ソフトドリンクのセット。

大衆酒場Ten-Ten
TEL／055-963-3650
BAR営業時間／17：00〜24：00�
駅から徒歩1分!! 串焼き3本orお刺身
と獺祭or白隠正宗orすきな飲み物一
杯!! 地下街で隠れ家的です。

フォーシーズン・ギャラリー
TEL／055-962-0559
BAR営業時間／10：00〜19：00�
グンゼ下着「ボディーワイルド」
1100円の品チケット1枚又はブラン
ドソックス1650円の品チケット1枚
にて販売致します。当日限定です。

リパブリュー沼津
TEL／055-939-8877
BAR営業時間／13：00 〜23：00（LO22：30）�
沼津駅前ビール工場の出来たて生
ビールを工場直でお楽しみ下さい。

92

み

み

80

81

82

83

8５

90

88

93

チケット3枚
または4枚

沼津ラクーン
よしもと劇場
TEL／055-946-6612
BAR営業時間／12：30/14：30/17：30�
5/2８㈯の３公演をBARチケットでご
覧いただけます。チケット詳細は下
部、公演詳細はよしもと劇場HPで。
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海から始まるロマンある街づくり

静岡県運転代行協会

アクセス代行サービス
代行運転 セフテー
代行運転 マスター

0120-889-540
0120-39-1940
0120-969-881

全てはお客様のここち良さの為に

沼津市千本港町 124
潮さい市場  東 1 階 ☎055-963-3373

火曜定休　8：00 ～ 16：00

鮮魚
干物製造販売

木村土木株式会社

〒410-2113
静岡県伊豆の国市中 1398-2

本社　TEL055-949-1322

土木・採石・港湾運送

産業廃棄物処理・再資源化事業
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海から始まるロマンある街づくり

沼津市東椎路 733-1
営業時間 /10：00～18：00
定休日 /不定休
TEL 055-957-3353

キッチンカー、キャンピングカー
製造・販売

24時間営業
フリーダイヤル

平和タクシーは「ぬまづ港の街bar 2022」を応援しています

ぬまづみなと商店街協同組合
せんたくん

ホッ！とする商店街

セミナー 会議 会合 趣味の集まり
駅近で集まりやすい…
　貸ホールはいかがですか？

街中の駐車場と貸ホール

沼津大手町商店街
☎９６３－３１３４

楽しいお食事、楽しいお酒
楽しい時間を雄大グループで。
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沼津市
イベント情報

おすすめ

沼津御用邸花と音楽の祭典2022
第52回沼津御用邸記念公園菊華展

名勝に指定された「沼津御用邸記念公園」を舞台に13日
間にわたり実施する、花と音楽をテーマにしたイベント。
期間中、「第52回沼津御用邸記念公園菊華展」も同時開
催し、色鮮やかな菊が皆さまをお出迎えします。

沼津農林畜産物の直売、農産物コ
ンテスト優等賞作品大抽選会、地
元食材を使った物産等販売、東部
地区JA商品販売、長野県上田市に
よるりんご等販売、各種体験エリ
ア（ものづくり体験等）、ステー
ジイベントを実施予定。

秋のみどりまつり

第９回ニッポン全国
街頭紙芝居大会inぬまづ

沼津農林まつり

E v e n t  I n f o r m a t i o n

イベントがいっぱい♪

10月10月

11月11月

7月7月

予定予定

12月12月
予定予定

11月3日(木・祝)～15日(火）
会場／沼津御用邸記念公園

7月3日(日)
会場／沼津仲見世商店街・新仲見世商店街
　　　など合計６会場にて

※コロナウイルス感染拡大に伴い日程や内容が変わることがあります。
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沼津市
イベント情報

おすすめ

沼津御用邸花と音楽の祭典2022
第52回沼津御用邸記念公園菊華展

名勝に指定された「沼津御用邸記念公園」を舞台に13日
間にわたり実施する、花と音楽をテーマにしたイベント。
期間中、「第52回沼津御用邸記念公園菊華展」も同時開
催し、色鮮やかな菊が皆さまをお出迎えします。

沼津農林畜産物の直売、農産物コ
ンテスト優等賞作品大抽選会、地
元食材を使った物産等販売、東部
地区JA商品販売、長野県上田市に
よるりんご等販売、各種体験エリ
ア（ものづくり体験等）、ステー
ジイベントを実施予定。

秋のみどりまつり

第９回ニッポン全国
街頭紙芝居大会inぬまづ

沼津農林まつり

E v e n t  I n f o r m a t i o n

イベントがいっぱい♪

10月10月

11月11月

7月7月

予定予定

12月12月
予定予定

11月3日(木・祝)～15日(火）
会場／沼津御用邸記念公園

7月3日(日)
会場／沼津仲見世商店街・新仲見世商店街
　　　など合計６会場にて

※コロナウイルス感染拡大に伴い日程や内容が変わることがあります。

この劇的な出来事は沼津市戸田（旧戸田村）のみならず、静岡県東部・伊豆半島の各地域がみな関係
し、明治時代以降の海軍国日本を支えていく基盤となりました。このことを長く将来にわたり心に刻
み後世に伝えていくために、このヘダ号を復元し、日本を代表する海の観光として、また子供たちの
帆船教育に役立てていくことを目的に「ヘダ号再建プロジェクト会」が設立され、行政、経済界、漁業、
海洋関連各組織などの協力を得て、復元後も末永く事業運用されていくことを目指して活動してい
ます。

今から160年前のこと、わが国に開国を求めて下田に来航していたロシア艦船ディアナ号が、安政の

大地震で発生した大津波に見舞われ、戸田港に修理のため曳航される途中強風のため田子の浦沖で

沈没しました。プチャーチン提督以下500名余りの乗組員は救助され旧戸田村に滞在。韮山代官・江

川太郎左衛門英龍の要請で戸田村はじめ伊豆半島各地から多くの船大工が幕府により集められ、ロ

シア人乗組員の指導のもと、竜骨（キール）と肋骨（フレーム）のある洋式帆船が建造され、ヘダ号と名

付けられました。ロシア人たちはヘダ号に乗船し無事帰国。同時に帆船の建造を学んだ日本の船大工

たちは各地でこの技術を展開し、日本の近代造船技術発展の礎となったのです。

牛ケ原造船場跡に建つ建造碑 沼津城下を行進するプチャーチン一行（山崎継述絵）

「ヘダ号」とは？

「ヘダ号再建プロジェクト」とは？

平面図

ヘダ号復元設計図（ヘダ号再建プロジェクト会作成）

断面図
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主催：ぬまづ港の街BAR実行委員会
後援：沼津市・沼津商工会議所・NPO法人沼津観光協会・沼津港振興会・国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所
協力：沼津魚仲買商協同組合・ぬまづみなと商店街協同組合・沼津あげつち商店街振興組合・沼津仲見世商店街振興組合
　　　沼津大手町商店街振興組合・雄大グループ

BARチケットのご購入・お問合せは
　E-mail／11minatobar@gmail.com
ぬまづ港の街BARホームページ

ぬまづ港の街BARのFacebookページからもチケット予約できます。

Facebookからも情報発信中!メニュー情報、ライブ情報などご紹介。

https://www.facebook.com/NUMAZU.MINATO.BAR/

BARのマナー  BARをみなさんに楽しんでいただくために。

待つ
楽しみ

お店によっては、行列ができてしまうことも。そんな時は、待っているＢＡＲ仲間と情報交換。
お勧めのメニューやオーナーさんのお話も楽しんじゃいましょう！
（ぬまづ港の街BAR公式アプリ）https://eventnavi.info/jp-sz-nmz-minato-bar/

譲り合う
楽しみ

混んできたら、譲ったり、相席も楽しんじゃう。またお店では長居せず、次 と々お店を渡り
歩くのもＢＡＲを楽しむコツです。
他店への持ち込み飲食は禁止です。
★席に着いたら必ず1人1オーダーしましょう。

見る・聴く・
参加する
楽しみ

ＢＡＲ当日は心地よい音楽と素晴らしいパフォーマンス、そして船で行く大瀬崎ジオツアー、
帆船Ａｍｉ号の体験乗船、熱気球搭乗やセグウェイをお楽しみ下さい。

あとBAR•
おみやげBAR
の楽しみ

「チケットを使い切れなかった。」「急用でＢＡＲに行けなかった。」という方にも安心な「あ
とＢＡＲ」では、令和４年６月5日㈰までチケットを金券700円として使えます。あとＢＡ
Ｒは、全ての参加店舗でお使いいただけます。
また、ＢＡＲ当日はお持ち帰りができるおみやげＢＡＲもあります。
おみやげＢＡＲがあるお店は一覧表の　でご確認をお願いします。

※音楽イベントの動画撮影は禁止です。ご注意ください。

http://minatonomachibar.com/
ぬまづ港の街BAR公式アプリ

https://eventnavi.info/jp-sz-nmz-minato-bar/
動作環境：iOS14～、Android7～
開 発 元：株式会社アイズ・ソフトウェア http://www.eyes-software.co.jp
アプリケーションに関するご意見・お問合せは開発元ホームページから投稿をお願い致します。


