
2019.7.13 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
。



Live & Performanceライヴ・パフォーマンスイベント

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／代行SP／セフテー／マスター／桃太郎
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。

BARチケットでの
支払もOKです。

都合により、変更•中止の場合もございます。ご了承ください。
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❹沼津港…21時発最終便のご案内

A
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オープニングセレモニー

大道芸

リキ　ディキシークルー

ライオンズ

TAKE-lguchi 米屋 遊

Faith

•米屋 遊
•TAKE-Iguchi

12：00～20：30

15：00～21：00

12：00～20：45

•主催者挨拶とよしもと芸人による乾杯
　よしもとの静岡県住みます芸人
　ちゅ～りっぷがMCを務めオープニング
　セレモニーを盛り上げます。

•Faith　•ライオンズ
•瑠愛　•KaRaLi
•Saxohonkerz

・音で沼津を照らしたい　・Saxohonkerz
・飯田徳孝　・瑠愛　・ライオンズ

•若林みわTrio
•FRAN 村松日登美
•リキ ディキシークルー
•Brasshonkerz

JAZZ
LIVE

Saxohonkerz

Brasshonkerz

kaRali

飯田徳孝 音で沼津を照らしたい

FRAN 村松日登美

若林みわ（Vo） 中嶋英乃(as) スティーブ・ユーリック(pf)

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。

瑠愛

大人 5名乗り（上昇する高さは約 10～ 25m）
※画像のように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。
搭乗時はバスケットを乗り越えて頂く為、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。
　※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。
受付：現地20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

15：00～20：00

17：00～

沼津初
!!

チケット
２枚熱気球係留搭乗体験

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）
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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。
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➡

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
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み …おみやげBARもご用意しております。
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

㈱マルヤ水産　沼津港直営店
TEL／055-951-0008
BAR営業時間／9：00〜15：00�
定価は1000円以上！
当店人気商品の詰め合わせお1つと
チケット１枚交換★☆★

さかなや千本一
TEL／055-952-0025
BAR営業時間／16：00〜21：00�
大人気オリジナルいかメンチカツを
含む「串カツ5種盛」と利き酒日本
酒3種か果実酒3種。
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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／15：00〜22：00�
一番人気ガーリックシュリンプ、お
みやげBARはスパムむすび＆モチコ
チキンセット。

漁師寿し 網元 武田丸
TEL／055-952-3311
BAR営業時間／11：00〜20：00�
最高級本まぐろ　100ｋｇ級
中とろ　２カン　用意してます

かもめ丸
TEL／055-952-3639
BAR営業時間／16：00〜21：00�
アジのたたきと本格焼酎でくつろぐ
沼津港の夕べ。魚河岸気分満点です。
お子様には茶漬けとサイダー。

久 魚健
TEL／055-963-3373
BAR営業時間／11：00〜21：00�
豪華海鮮3店盛り!カニ爪・かさごのか
ら揚げ・もう一品（当日のお楽しみ）ビー
ル・チューハイ・ウーロン茶の中から1
杯

沼津 かねはち
TEL／055-954-0008
BAR営業時間／15：00〜20：30�
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

むすび屋
TEL／055-963-5484
BAR営業時間／17：00〜20：00�
バルチケット１枚でおつまみ皿＋ドリ
ンク一杯になります。（ドリンクはビー
ル、日本酒、ソフトドリンクの中から
お選び頂けます。）

沼津漁師めし食堂
TEL／055-964-1055
BAR営業時間／10：00〜18：00無くなり次第終了
漁師寿司！！赤身・中トロ・大トロの
三巻　飲み物は生ビール・ウーロン
ハイ・緑茶ハイ・ハイボールの中か
らお選び頂きます。

どんむす
TEL／055-962-5111
BAR営業時間／17：00〜20：00無くなり次第終了�
大海老と脂ののったトロあじのフライ
丼!! プリップリの大海老とジューシー
なあじフライのコラボ!!

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）
Aセット握り3貫、Bセット握り4貫の
どちらかお好きな方を選んでください。
※ドリンクは付きません。

悪魔の美肌プリン ミルキーウェイ
TEL／055-952-5560
BAR営業時間／10：30〜18：00�
美肌化粧水の開発中に生まれたプリ
ンです。

ごはんどころ 海賊亭
TEL／055-952-5525
BAR営業時間／15：00〜20：00�
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♪

みやげもん屋ぬまづ湊いち
TEL／055-952-3645
BAR営業時間／9：00〜21：00�
湊いち超人気の商品！琥珀色のだし
厳選国産素材使用！桜えびポテト
チップ！おつまみにも最適です。

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／16：00〜20：00なくなり次第終了�
たたきたて！あじなめろうと深海魚
を練り込んだ、深海魚はんぺん！生
ビール・サワー・ハイボール付き。

海鮮丼専門店 伊助
TEL／055-955-8830
BAR営業時間／10：00〜16：00�
駿河湾の恵み、しらす、桜えび、鯵
を海鮮丼専門店らしく丼にしまし
た。ご賞味あれ!!

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／10：00〜19：00（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。

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。

いなろ食堂
TEL／055-963-0176
BAR営業時間／15：00 〜無くなり次第終了�
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／10：00〜18：00（最終受付）�
サザエ、カキ、ホタテ、白ハマグリの貝
類４点盛りと生ビール、缶ビール、チュー
ハイ・サワー缶などと、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！

しば田や
TEL／055-900-1684
BAR営業時間／1４：00 〜無くなり次第終了�
黒毛和牛にうにといくらを乗せたお
にぎりＳｅｔビール付き！！

カネキン露長商店
TEL／055-962-7773
BAR営業時間／10：00〜15：00�
朝づくりのひものを買えるお店で
す。店主がひらいたひものをおまか
せセットでお土産にどうぞ！

眞鯛　沼津港
TEL／070-4427-1714
BAR営業時間／11：00〜なくなり次第終了�
店内では①タイのカルパッチョ +
ビール。②タイの唐揚げ+ビール。
持ち帰りで①マダイ弁当をご用意。

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！

沼津浜焼きセンター 海女小屋
TEL／055-955-7146
BAR営業時間／15：00〜20：00�
スマートボールを転がしてそこに
当った豪華賞品をプレゼント!!数量
限定伊勢海老、鮑もご用意!!

ふみ野
TEL／055-952-3923
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／9：00〜19：00�
大人気!!三島コロッケバーガーセッ
ト通常価格８８０円が１チケットで!!テ
イクアウト可能です。

港の揚げはんぺん屋（やいづ屋）
TEL／080-3254-8810
BAR営業時間／15：30〜20：00ころまで�
夏にぴったり!!カレーボールチーズ
入りカレーメンチが入った揚げたて
セット。揚げたて最幸!

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

 ㈱芹沢パッケージ
TEL／055-951-1869
BAR営業時間／13：00〜17：00�
専門店ならではのお得な価格、品質、
品揃えで食卓を彩る雑荷品をご用意
してお待ちしております。

五鉃
TEL／055-946-5835
BAR営業時間／11：00〜16：00�
静岡産にこだわった新感覚海鮮丼。
途中で金目鯛の出汁をいれてまご茶
漬けで〆る。一度で二度おいしい。

魚がし鮨 港店
TEL／055-963-4090
BAR営業時間／10：00〜20：00�
特選握り4かん、もしくは刺身3点盛
り。どちらも選べるドリンク付き!!

?

?

チケット2枚
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沼津港

千本港町

沼
津
み
な
と
新
鮮
館

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

37

38

39

40

41

42

43

44
45 46

47 48 49
50

P

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
D

A

本部

Ami号

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。

1,900円（税別）

【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。

33 37４
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ジオツアー（大瀬崎の砂嘴と南火道）45
　　

■参加年齢／小学生以上
■募集定員／各回 50名
■参加方法／当日ちどり観光汽船前にて受付（バルチケット 2枚）
■受付時間／８時より
■集合場所／沼津港内 ちどり観光汽船発着所前
■ツアー時間／①8：30出港～10：50沼津港着 ②9：45出港～12：05沼津着  
　　　　　　　 ※③11：00 出港～ 14：40 沼津港着
■持 ち 物／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
　　　　　　※③に関しては船運行の都合上大瀬崎での滞在が長くなり
　　　　　　　ます。大瀬崎の食堂をご利用頂くか、ご自分で昼食等ご
　　　　　　　用意することをお勧めします。
■そ の 他／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

中央運送株式会社
全国から
築地、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

1,300円（税別）

12 ４213

み …おみやげBARもご用意しております。

37

４838

39

４６

４1

４3

４４

４5

４7

50

51

４9

55

53

52

5４
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30分

み

チケット2枚

み

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。

住所／沼津市下河原町51-2
国内産・無添加、素材とおいしさにこだわったひもの専門
店です。炭火でふっくら香ばしくお焼きします。
P3の地図をご覧下さい。

住所／沼津市市場町3-20 2F
沼津の隠れ家的カフェ＆ライブハウスです。“いじゅ沼オー
ルディーズ歌手”石井利佳が切り盛りしてます。おいしい飲
み物や食べ物、音楽を用意してお待ちしております。
P3の地図をご覧下さい。

住所／沼津市西島町12-1 松友ビル1F西側
静岡代表で全国各地大会に出場させて頂いているお店です。
是非一度お試し下さい。
P3の地図をご覧下さい。

住所／沼津市宮町442-2
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。

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。

雄大グループ
TEL／090-4190-1111
BAR営業時間／15：00〜20：00�
ＢＡＲ特別メニューをご用意!!
メニューは当日お楽しみに!!

あじや
TEL／055-964-1400
BAR営業時間／9：30〜16：30�
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／10：00〜19：00�
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／8：00〜1４：４0�
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。

まるに
TEL／055-943-7676
BAR営業時間／10：00〜19：00（商品無くなり次第終了）�

「愛鷹茶」4種の中から1袋と「柿田
川名水ところてん」2個。

千鳥観光汽船㈱
TEL／055-962-7537
BAR営業時間／11：00〜18：00�
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。

ひもの和助
TEL／055-962-0756
BAR営業時間／15：00 〜20：00�
さばスパイス・きびなごのマリネ+
缶ビールorソフトドリンク付!!
ご来店お待ちしています♪

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。

リカビリーエンジェル
TEL／080-4220-0404
BAR営業時間／11：00 〜22：00�
富士山の伏流水を使った氷に高級ス
トロベリーシロップと本物のジュレ
を使用した、いちご尽くしの最高
級！

麺奏　弥栄
TEL／055-932-5466
BAR営業時間／11：30 〜22：00�
東部一位の煮干しらーめんの店！
品名（一番煮干しらーめん）
お土産BAR（チャーシューセット）

大川酒店
TEL／055-962-0685
BAR営業時間／12：00 〜 21：00�
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!!

すし処　京丸
TEL／055-939-9100
BAR営業時間／17：00〜21：00（ラストオーダー20：30）�
Ａセット握り３貫・Ｂセットは４貫
ビール／ウーロン茶／みそ汁のいず
れか付きます。

千漁家
TEL／055-941-8800
BAR営業時間／11：30〜15：00�
釜あげしらすとねぎとろ丼

（みそ汁付）

港食堂
TEL／055-962-2800
BAR営業時間／17：00〜20：00�
しらす丼＋みそ汁
穴子丼＋みそ汁
ビール又みかんサワー＋つまみ

ノリさんのカキ氷
TEL／090-3953-3848
BAR営業時間／12：00〜20：00�
沼津の寿太郎みかんと伊豆の地下水
で作った氷をアンティークの手動カ
キ氷機でふわふわに削ります。数量
限定

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）�
お土産はうな弁、お茶orビール付きまたはト
レ―パックチョイ傷ハンパもの。店内食事は、
うな丼、揚物や刺身盛合せ甘エビ唐揚他おつ
まみ系充実しています。ドリンク付き。

松
TEL／055-951-7277
BAR営業時間／11：00〜2４：00�
木林森のみんなのラーメンが松楅で
ＢＡＲ１日限定復活します！！この機
会に是非お試し下さい。お茶付き！！
お土産ＢＡＲはエビチャーハン＆お茶

番 外 編
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街中へGo!

お客様の目的やニーズに合わせ、積極的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

本店営業部
沼津市大手町4丁目76番地（055）962-6111

み …おみやげBARもご用意しております。
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GREEDY
TEL／055-963-5511
BAR営業時間／12：00〜21：00�
フレッシュタコス / ミート + 生ビー
ルor烏龍茶

うさぎ
TEL／055-952-5006
BAR営業時間／17：00〜無くなり次第終了�
麻婆豆腐と生ビールor樽ハイレモン
orウーロンハイ

ALL’S（オールヅ）
TEL／055-963-2711
BAR営業時間／18：00〜26：00�
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／9：00〜17：00�
可愛らしい一口サイズの富士山せん
べい１８枚入・小袋あられ５種類セッ
トです。

化粧品・宝くじ「むさしや」
TEL／055-962-1657
BAR営業時間／10：00〜18：00�
沼津の開運スポットの「むさしや」
からは開運眉アドバイス＋資生堂ア
イブロウもセットで大変身！

梅邑BAR
TEL／055-963-0248
BAR営業時間／18：00〜23：00�
隠れ家みたいな老舗の本格的バー！
老バーテンダーがお好みのカクテル
をお作りできます！ウイスキー（ソー
ダー or水割り）フルーツ（パンチ）

沼津リバーサイドホテル CAFE&LOUNGE BAR riverview
TEL／055-952-2789
BAR営業時間／16：00〜22：30�
生ビール又はスパークリングワイン
とサブレフロマージュのセットもし
くはスペシャルサンデーを♡

your Room　我母
TEL／090-1235-4043
BAR営業時間／18：00〜22：00�
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。」

創作酒場　隠れ日
TEL／055-946-6669
BAR営業時間／18：00〜2４：00�
BAR限定！特製ラーメンとドリンク
一杯！（アルコールもOK）
お待ちしてます!!

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。

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）

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。

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

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�
ペットボトル専用の茶こし器とお茶
のセット。その他１枚700円の金券
としてご利用下さい。

沼津BOOST
TEL／055-900-9417
BAR営業時間／18：00〜22：00�
朝霧高原ヨーグル豚のロースとヒレ
カツです！おみやげBARもできて選
べるドリンク付です！

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！！

7４

73井草呉服店
TEL／055-962-0832
BAR営業時間／10：00〜18：00�
次のいずれか１点です。着物の防虫・
防カビ剤「そうび」、中川政七商店「花
ふきん」、小風呂敷

西洋割烹　味楽
TEL／055-962-6556
BAR営業時間／17：00〜21：00�
イベリコ豚のメンチカツに生ビールor
ワイン１杯付！！

６9
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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!!
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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。
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半蔵２
TEL／055-951-2232
BAR営業時間／16：00〜22：00�
白隠ハイボール海豚のベーコン！！
世界でうちの店だけ？半蔵の組合せ
どうだ　アハハ

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！

そば処満留八
TEL／055-963-1757
BAR営業時間／11：00〜15：00・17：00〜22：00�
新潟直送!!へぎそば!!　毎日新潟より
直送しております。
かき揚げ付き￥780をチケット1枚

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。

松浦酒店
TEL／055-962-0538
BAR営業時間／13：00〜21：00�
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／17：00〜25：00�
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�
高級ウーロン茶（台湾産）￥1080→
￥700

Bistro Coucou
TEL／055-919-1350
BAR営業時間／17：30〜2４：00�
5月にOPENしたばかりのビストロ
です！シェフ自慢の田舎風パテと白
or赤ワインのset。
ちょっとお洒落にいかがですか？

LA BASE ラベース
TEL／090-7048-3554
BAR営業時間／17：00〜2４：00�
BARメニューは、今日のおつまみと
ドリンク1杯です。

ケニーズハウスカフェ
TEL／055-964-0022
BAR営業時間／11：00〜20：30�
骨付きチキンが入ったインド風カ
レ ー の レ ト ル ト と 人 気 の ハ ー ブ
ティー 2種のセット。お土産にどう
ぞ！

炒飯専門 蕣-あさがお-
TEL／055-919-0024
BAR営業時間／11：00〜16：00�
3月7日に開店した炒飯専門店。
厳選した素材と至福のパラパラ食感
を是非ご体感してください！

焼鶏市場ゆるり
TEL／055-919-0453
BAR営業時間／17：00〜2４：00�
4月7日に開店した富士鶏と鮮魚の
店。自慢のジャンボマッシュルーム
の唐揚げをご賞味ください。

りぐる
TEL／055-962-0981
BAR営業時間／10：30〜19：00�
選べるアーモンドMIX、馬路村ゆず
ドリンクとりぐる汗ふきシートのお
得なセットをご用意！

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。

旬彩酒房　小梅
TEL／055-963-7277
BAR営業時間／21：00〜23：00（変更あり）�
プレモルジョッキ、各種角ハイボー
ル、地酒から1ドリンクと天ぷら5種
盛り（代替品有り）

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。

脊椎セラピーサロン 沼津仲見世店
TEL／055-962-9810
BAR営業時間／10：00〜21：00�
究極のリラクゼーションマシーンが
脊椎を矯正し痛みの根本を改善！通
常3０分のところチケット１枚で対応
します。

鮪小屋本店
TEL／055-963-8099
BAR営業時間／17：00〜22：00�
鮪と鰤の握りが２貫と桜エビのかき
揚げのセットに生ビールか芋・麦焼
酎・ハイボールの1杯がセット。

萬来軒総本店
TEL／055-951-6138
BAR営業時間／17：00〜21：00�
油淋鶏に飲み物（ビール（小）・チュー
ハイ・烏龍茶）いずれか１杯とする
セット

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。

栗せんのほさか
TEL／055-951-1515
BAR営業時間／10：00〜19：00�
ほさかの人気のお菓子・栗せんべい
とシフォンケーキ・お好みの焼菓子
２種。お得です！！

創作料理ゆうが沼津
TEL／055-964-6700
BAR営業時間／17：30〜2４：30�
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！

Vanzo（伴蔵）
TEL／055-919-5051
BAR営業時間／17：30〜22：00�
生ビール又はワインとおつまみ一品

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。（※１７時ご
ろイベントの為中断します）

花の菜
TEL／055-962-8839
BAR営業時間／17：30〜23：00�
花の菜の自家製シューマイとドリン
ク一杯！！
大手町にある和風居酒屋です。
御気軽にお越し下さい♬

四季彩菜　三十飛
TEL／055-919-7487
BAR営業時間／17：30〜23：00�
天ぷらと飲み放題メニューの中から
お好きな飲み物１杯！！

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�
当日限定！グンゼボディーワイルド
1080円の品チケット1枚、又、夏の
定番甚平を2枚で販売致します。

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。
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海から始まるロマンある街づくり

全てはお客様のここち良さの為に
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海から始まるロマンある街づくり

富士急 ☎0570-029556 富士急 ☎0570-029556 
京　王 ☎03-5376-2222京　王 ☎03-5376-2222ご予約

お問い合わせ
ご予約

お問い合わせ

バスタ新宿発バスタ新宿発 8:35 発8:35 発
沼津港発沼津港発 14:35 発14:35 発

高速バス高速バス
6月1日ダイヤ改正6月1日ダイヤ改正
沼津港発着 1往復沼津港発着 1往復

渋谷･新宿渋谷･新宿沼津沼津 線線

安心！快適！乗換なし！

ぬまづみなと商店街協同組合
せんたくん

静岡県運転代行協会

アクセス代行サービス
代行 SP
代行運転 セフテー
ブーブ運転代行社
代行運転 マスター
運転代行 桃太郎

0120-889-540
055-929-0010
0120-39-1940
0120-055-909
0120-969-881
0120-839-889

104
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沼津市
イベント情報

おすすめ 7月 7月

7月 9月

11月 11月 12月

沼津自慢フェスタ
～THIS IS NUMAZU 2019～
9月5日㈭～7日㈯
会場／沼津中央公園と風のテラス

70年以上の長い歴史を誇り、
沼津の夏の風物詩として定着
しています。全国的にも珍し
い中心市街地での花火大会は、
２日間で約12,000発を打ち上
げ沼津の夏の夜空を鮮やかに
彩ります。

沼津を美酒美食の街へ！
沼津が誇るお酒とお料理を楽しむ
屋外レストラン&バーを狩野川と沼津中央公園に
てご用意いたしました。
楽しい発見と体験を食を通して伝えるイベントで
す。
お仕事帰りに
ぜひ沼津の街へ
遊びにいらして
下さい。

第72回沼津夏まつり
狩野川花火大会
7月27日㈯・28日㈰
会場／中心市街地・狩野川河川敷

海の祭典！マリンアクティビティはウインド
サーフィン、カヤック、ＳＵＰ等があります。
牛臥山公園では魅力ある個店が20軒ほど出
店します。飲食ブース、クラフトブースの他
に芝生のステージではフラダンスや音楽で盛
り上がります。
問合せ・申込はホームページをご覧ください。
https://numazu-bf.jimdofree.com/

第7回　沼津ビーチフェス
7月15日㈪ 海の日
時間／9：00～15：00
会場／沼津牛臥海岸及び牛臥山公園

市民の緑化意識の啓発とともに、家庭にお
ける緑化の支援や促進等を図り、地域緑化
の推進による「花とみどりのまちづくり」
を目的として、「第94回　秋のみどりまつり」
を開催します。花と緑があふれる「秋のみ
どりまつり」に、ぜひご家族ご友人みなさ
んでお越しください。

秋のみどりまつり
11月2日㈯・3日㈰
会場／キラメッセぬまづ（プラサヴェルデ内）

沼津御用邸記念公園を舞台に、本市ならで
はの「食」「歴史」「文化」といった資源を
活用した催しを開催し、日本文化が息づく
ロイヤル感溢れる沼津の魅力を発信するこ
とを目的に「松籟の宴 2019」を開催します。
また、期間中には「第49回沼津御用邸記念
公園菊華展」も開催いたします。

松籟の宴2019
11月2日㈯～15日㈮ （予定）
会場／沼津御用邸記念公園

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♪

地元農畜産物や林産物の紹介を通じて、広
く農林業に対する理解を深めるとともに、
生産者と消費者が直接触れ合い「地産地消」
を促進する場として開催されます。地元の
新鮮な農畜産物やその加工品を買い求める
多くの市民で賑わいます。

沼津農林まつり
12月15日㈰
会場／キラメッセぬまづ（プラサヴェルデ内）

沼津市海水浴場開設期間
7月13日㈯～8月31日㈯
千本浜海水浴場　7/13～8/18
島郷海水浴場　　7/13～8/18
大瀬海水浴場　　7/13～8/18
井田海水浴場　　7/13～8/18
平沢海水浴場　　7/13～8/31
御浜海水浴場　　7/13～8/31

戸田御浜海水浴場 大瀬海水浴場
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セイルタウンNUMAZU クラブは、以下の趣旨で沼津の街おこしを目指している商工会議所内の任意

団体です。

●ぬまづ港の街 BAR の開催　今年は11回目を迎え、沼津駅から沼津港までの100店舗以上の参加、　

　４か所の音楽ステージや大道芸、沼津ラクーンよしもと劇場、さらにマリンスポーツ団体などの参

　加を得て、これまでにない BAR を開催

●沼津がもともと持っている他の地域にない資産（富士山と駿河湾に囲まれた豊かな自然環境、ヘダ

　号から始まる近代造船文化発祥地等）をベースにした、「海からはじまるロマンある街づくり」「ヘ

　ダ号再建プロジェクト」などの推進

●沼津駅という表玄関から沼津港までの「セイルタウンロード」を囲み、「海の文化」でコーディネー

　トした街づくり（参考：フィッシャーマンズワーフ等）

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。

東洋文庫所蔵「プチャーチン来航図」より転載

「セイルタウンNUMAZU クラブ」とは？

「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：セイルタウンNUMAZUクラブ・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）http.//love-numa.nows.jp/

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、そして帆船Ａｍｉ号の体験乗船や
熱気球搭乗体験をお楽しみ下さい。

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、令和元年7月21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 公式ナビアプリ登場！
動作環境：iOS10～、Android4.4～
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。


