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

チケット
5枚綴り

沼津港・千本浜・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。10：00　 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
。



A

17：30～18：15
18：30～19：15
19：30～20：15

17：00～
17：20～

オレンジポート
主催者あいさつ
乾杯 くまだまさし with よしもと住みます芸人

Live & Performanceライヴ・パフォーマンスイベント

JAZZ
LIVE

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 5

10：00～20：00 6 7

1 沼津港（旬彩街前）3リバーサイド
ホテル

2
5

沼津港入口6

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／ブーブ／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。

Beat n Sound project
Izumi(fl)　丹精(tap)　大里健伍(gt)　Juancarlos(per)

栗林すみれトリオ
金澤英明 (ベース)　栗林すみれ (ピアノ)　小前賢吾 (ドラム)

2017.5.27土

開催
場所

※各店舗により異なります。10：00　 21：00

17：00～20：30
•米屋　遊
•ジャグラーケンタロウ
　etc…

D

B 17：00～21：00
•SaxoHonkerz
•TAKE HEART BEAT Big Band Jazz Orchestra
•FRAN 村松日登美

沼津港
（新鮮館南前）
4

千本浜
（ヴィラエッフェ前）
7

C 15：00～20：30
•音 礼真 with COLLAGE
•飯田徳孝　
•BILLY the CAT
•BrassHonkers
•SHAKA２
•コナウィンド
•カプリズム
　

18：00～21：00
『第２回うみべのキャンドルアート』
～千本浜に3000個のあかりを灯そう～

G

沼津を愛する有志達が組織した沼津でキャ
ンドルナイト実行委員会主催のイベント。
地元の児童の描いた海を題材にした画を巻
き付けたビンにキャンドルを入れて歩道脇
に置いたり、学生のデザインしたオブジェ
等を海岸に配置して夜の千本浜に幻想的な
風景を作り出します。
使用するキャンドルは約3000本。
港の街BAR会場から徒歩10分ですので歩いてみてはいかがでしょうか？

ORANGE  PORTくまだまさし

17：00～20：00
•リキ ディキシークルー
•レーヴェ

E

15：00～20：00
•田ノ岡三郎
•Shino & Ayako
•faith
•たなかみどり

Ami号

17：00～20：00
•CANARY
•待良
•ミモリー
•よさこい

F

沼津港・千本浜・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

オープニングセレモニー

❹沼津港…21時発
❼千本浜…20時発

最終便のご案内

※千本浜　 第１部用に沼津駅より、8：30発の臨時便が出ます。53
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BAR当日の
お問い合せ窓口
（ジオツアー受付）

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。

※ライブイベントや船上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。

1,800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。

30 ２８ ６ ２1
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1,300円（税別）

２3 ２4

（税別）

２7

み …おみやげBARもご用意しております。

横屋 -美味しい干物専門店-
TEL／055-962-3142
BAR営業時間／１６：00〜2１：00�
真あじ２枚（老舗の味）・鯵醤油２枚

（天野醤油使用）・カリアゲひもの２
枚の“あじずくし！！”

魚がし鮨 港店
TEL／0120-72-3388
BAR営業時間／１１：00〜20：30�
店内BARは特選握り５かん。おみや
げBARは溢れるエビ天重。どちらも
選べるドリンク付！！

マルヤ水産 沼津港市場売店
TEL／055-951-0008
BAR営業時間／９：00〜１5：00�
選べる乾き物セット！
当店こだわりの乾き物の中から二種
類お選びください。

さかなや千本一
TEL／055-952-0025
BAR営業時間／１６：00〜20：00�
地酒純米酒３種の利き酒セットに

「つまみ串フライ５本」。酒好き満足
の一品。お子様には茶漬け。

かもめ丸
TEL／055-952-3639
BAR営業時間／１６：00〜20：30�
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。

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�
ご当地商品！！　湊いちの人気商品ご
飯のおともに、おつまみにも最適で
す。

魚河岸サスヨ海産市場支店
TEL／055-962-2728
BAR営業時間／９：00〜１９：00�
くるみ小女子、いなご甘露煮、わか
め煮、サンマ蒲焼、イワシ甘露煮の
中から好きな物２パック。

さすよ亭
TEL／055-962-2727
BAR営業時間／１９：00〜2１：00�
クロハンペンフライと生ビール又ソ
フトドリンク。

港のカキセンター「カキ小屋」
TEL／055-962-6811
BAR営業時間／１0：00〜20：00�
海水と酒で蒸しあげた究極の調理
法！！
カキのガンガン焼３個

すしの磯丸 沼津みなと店
TEL／055-962-9010
BAR営業時間／16：00〜無くなり次第終了�
当店で大人気の真鯛のカマの唐揚
げ！！　揚げたてアツアツをお召し上
がりください。生ビールもしくはソ
フトドリンク付き！！

海鮮丼専門店 伊助
TEL／055-955-8830
BAR営業時間／１0：00〜１７：00�
賄いめしでおもてなし！！港ならでは
の伊助スタッフしか食べれない新鮮
な海の幸を召し上がれ！！まかない丼
＋缶ビール（又はジュース）

どんぶり京屋
TEL／055-952-8080
BAR営業時間／１１：00〜20：00�
今回は、おみやげBARのみの営業と
なります。BARの〆にお土産海老
天丼をどうぞ！！電話で注文を頂けれ
ば、待ち時間が少なくなります。

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

駿河そば
TEL／055-964-0330
BAR営業時間／１5：00〜2１：30�
呑んで食べた〆に絶品のお蕎麦を！山
芋入りの田舎蕎麦に桜エビ天かすと伊
豆のお塩の潮だしぶっかけ

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

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♪

カネキン露長商店
TEL／055-962-7773
BAR営業時間／OPEN〜１６：00�
毎度恒例。店長おまかせBARだけメ
ニュー。ホームメイドひものをお買
い得にセットします！

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Ｎｏ1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！１ドリンク付

ふみ野
TEL／055-952-3923
BAR営業時間／１4：00〜１8：00�
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。

なな輝
TEL／055-961-0077
BAR営業時間／１６：00〜2１：00�
金目鯛の煮つけとハイボールまたは
ソフトドリンク。
おみやげBARは煮つけのみ。ドリン
クなし。

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

むすび屋
TEL／055-963-5484
BAR営業時間／１７：00〜20：00�
沼津港に店を構えて50年の老舗。
BARメニューは当日のお楽しみ。

いなろ食堂
TEL／055-963-0176
BAR営業時間／１5：00〜20：00�
３種のケーキセットが大人気！！
おみやげバルは手づくりの焼菓子
セットです。その他メニュー有！！

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／１６：00〜なくなり次第終了�
チーズ入りカレーはんぺんメンチを
使ったバーガーと鯵ちくわのフライ
ド魚てと。揚げたてで〜す。

トニーズホノルル沼津ベイサイド
TEL／055-954-6366
BAR営業時間／１5：00〜23：00�
店内バルは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。

沼津魚市場食堂
TEL／055-954-3704
BAR営業時間／１0：00〜１5：00�
沼津港では唯一駿河湾を眺める店。
駿河湾の獲れたて食材を是非ご賞味
下さい。

久 魚健
TEL／055-963-3373
BAR営業時間／１5：00〜2１：00�
海鮮三点盛り！殻付きホタテ焼き・
豪華カニ爪＋もう１品は当日のお楽
しみ！＋生ビール or 飲み物。

㈱光徳　かにや沼津港店
TEL／055-941-6682
BAR営業時間／１5：00〜20：00�
通常１１００円の商品さくらえびの炊き
込みごはん or 高足ガニの炊き込み
ごはんどちらかお選び頂けます。

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。

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�
サイコロを振って浜焼き＆カキフラ
イGet ！店内にて、アルコール注文
で、フライドポテトサービス。
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BAR当日の
お問い合せ窓口
（ジオツアー受付）

セブンイレブン●

50

沼津駅

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。

※ライブイベントや船上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。

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
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
6



ジオツアー（大瀬崎）50
　　伊豆半島認定ジオガイドによるジオツアー（１回２時間）

■参加年齢／小学生以上
■持 ち 物／歩きやすいシューズ　飲み物　乗り物酔い止め薬
■注意事項／船舶利用のため酔いやすい方は注意
■参加方法／当日本部横にて受付
■時　　間／第 1部…10：30～12：30　第 2部…13：00～15：00
■集合場所／沼津港内港　第一市場前岸壁（Ami号付近）
■集合時間／第 1部…10：00　第 2部…12：30
※船舶を利用したツアーのため天候悪化の場合は中止となります。

チケット２枚

～

3５

み …おみやげBARもご用意しております。

番 外 編

Cáfe & DiningBar Gauran
TEL／055-951-6662
BAR営業時間／１１：00〜23：00�
自家製ローストビーフと生ビールの
SET、アップルパイとアイスコーヒー

（アイスティー）のSET。

あじや
TEL／055-964-1400
BAR営業時間／１0：00〜１4：30�
沼津ひもの膳（沼津加工真あじ）又
はマグロ漬け丼（インドマグロ使用）
土産は金目鯛姿煮かマグロテール煮。

まるに
TEL／055-943-7676
BAR営業時間／９：00〜20：00（商品無くなり次第終了）�
深蒸煎茶「愛鷹茶」新茶5種より、
お好みの新茶２袋をお選び戴けます。

丸勘
TEL／055-941-8770
BAR営業時間／8：00〜１5：00�
メヒカリと生ビールのセット

ジオツアー（大瀬崎）
TEL／090-3938-1746
BAR営業時間／１0：00〜１5：00�
チケット２枚でダイビング船による
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。

我入道漁協販売所
TEL／055-963-2833
BAR営業時間／１0：00〜20：00�
サザエつぼ焼き、たち魚巻、鮪串焼
セット又は、ミニ海鮮丼セット。生
ビール又はソフトドリンク付。

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 １６：００、１７：００、１８：００
ウェルカムドリンク付
昼間の乗船も可能です。

雄大グループ
TEL／055-933-1200
BAR営業時間／１5：00〜20：00�
雄大オリジナルBARメニュー
当日お楽しみに！！

セイルタウンNUMAZUビール
㈱山中兵右衞門商店
BAR営業時間／１６：00〜20：00�
セイルタウンNUMAZUビールを販
売します！！この機に、オンリーワン
の味をお楽しみ下さい。

日本バーテンダー協会沼津支部
TEL／055-981-8332
BAR営業時間／１5：00〜20：00�
沼津支部所属のバーテンダーがつく
るこだわりのカクテル

港食堂
TEL／055-962-2800
BAR営業時間／１8：00〜20：30�
しらすといくらの二色丼＋みそ汁
生ビールとおつまみ

まぐろの魚栄
TEL／055-962-2277
BAR営業時間／１７：00〜20：00�
天然ミナミ鮪の赤身　冷凍真空パッ
クか海鮮丼のどちらか。

千漁家
TEL／055-941-8800
BAR営業時間／１７：00〜なくなり次第終了�
ズワイガニとイクラの紅白丼（みそ
汁付き）又はおみやげBAR

松 本店
TEL／055-951-7277
BAR営業時間／１１：00〜24：00�
BARでしか食べられない松 渾身の塩
ラーメン。どうぞご賞味下さい。おみや
げBARは、好評につきエビチャーハン！！
ラーメンもチャーハンもお茶つきです。

Hamburger & Cafe 沼津バーガー
TEL／055-951-4335
BAR営業時間／９：00〜１９：00�
駿河湾の深海魚メギスを使用した沼
津バーガー NO1商品、深海魚バー
ガーを！！ドリンク付きです。

沼津漁師めし食堂
TEL／055-964-1055
BAR営業時間／１0：00〜スープ無くなり次第終了�

『漁師の本気鯛ラーメン』鯛の出汁を
特製ブレンド塩で絶妙に仕上げた本
気の一杯ここにあり！！

海女小屋BBQ
TEL／055-954-3935
BAR営業時間／１3：00〜20：00�
サザエ、カキ、ホタテ、白ハマグリの貝類
４点盛りとチューハイ・サワー缶などと
ソフトドリンク（除く生ビール及びビー
ル缶）１点の１ドリンク、１フードを提供。

㈱芹沢パッケージ
TEL／055-951-1869
BAR営業時間／１3：00〜１8：00�
毎回好評のお茶わんと箸のセットに
なります。
ぜひお立ち寄り下さい。

うなぎ処京丸
TEL／055-951-0358
BAR営業時間／１６：00〜2１：00�
港BAR一番人気のミニうな丼。
味、ボリューム共、大満足の自信の
逸品！

ファミリーマート沼津港前店
TEL／055-964-0151
BAR営業時間／22時又は引換商品終了まで�
ぬまづ港と共に生きているファミ
リーマート沼津港前店です。
BARを楽しみましょう。
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麺奏　弥栄
TEL／090-9896-8097
BAR営業時間／１１：00〜23：00�

「沼津の中華そば 」塩または醤油(鉄
腕ダッシュで紹介された手火山カツ
オと戸田塩で味を整えたラーメン)、
お土産はBARチャーシューセット

５1み

抹茶カフェ　花水木
TEL／080-5105-5652
BAR営業時間／１１：00〜2１：00�
ハーブのブレンドを可愛らしいパッ
ケージに…７袋セットでチケット１
枚。

５２み

住所／沼津市西島町12-1 松友ビル1F
マックスバリュ沼津南店向かい
P3の地図をご覧下さい。

住所／沼津市東間門２丁目２-13
クリエイト沼津間門店第２駐車場向かい
P3の地図をご覧下さい。
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千本浜公園

千本浜エリア

第二小学校
●

観音長谷寺
●

親龍飯店

千本プラザ
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●
聖隷沼津病院

●
乗運寺

●
東方寺

すいほう園
●

沼津市若山牧水
記念館
●

沼津港

臨時シャトルバス発着所
千本浜（ヴィラエッフェ前）
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沼津リバーサイド
ホテル

アーケード名店街エリア

本町エリア
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静岡銀行
本町支店

スルガ銀行
本店

沼津本町
郵便局
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パートナーズ

（マキヤ御成橋ビル4Ｆ）
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静岡銀行

静岡中央
銀行

カヤック受付

時宗不動院

62

71

67

68
75

臨時シャトルバス
発着所
リバーサイドホテル

2
5

E

あげつち商店街エリア

JAZZの演奏予定ポイントです。

※ライブイベント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。

B1F

宮町エリア
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ＳＵＰ＆シーカヤック（千本浜）53
　　■参加年齢／小学生以上　　■持ち物／水着、タオル、着替え等

■参加方法／事前予約　電話かメールで email info@angelmarine.org
当日受付　バル受付でも申込めますが予約者優先です。
天候により中止は前日及び当日朝、予約者には連絡します。
当日受付の方はバル受付にて中止の告知をします。

■時　　間／第 1部… 9：00 ～10：30　第 2部…10：30 ～12：00
　　　　　　第 3部…13：00 ～14：30　各回定員10名
■現地集合場所／千本浜レストランヴィラエッフェ駐車場
※沼津駅より 8：30発 千本浜行きのバスが臨時便で出ます。

チケット２枚 カヤック or SUP（狩野川）72
　　■参加年齢／小学生以上

■持 ち 物／タオル等（水着）
■注意事項／水しぶきなどで乗艇時は濡れる可能性があります。
■参加方法／当日受付（リバーサイドホテル横）
■時　　間／①10：00～10：30　②10：45～11：15

③11：30～12：00　④12：40～13：10
⑤13：25～13：55　⑥14：10～14：40
⑦14：50～15：20

チケット２枚

本町輪くぐり市（特売・抽選会・よさこい）
6/30㈮ 17:40～ 子供輪投げ大会
静銀本町支店向かい駐車場

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。
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！

中国料理　親龍飯店
TEL／055-963-9231
BAR営業時間／１１：00 〜（千本イベント終了まで）�
鳥の照り焼き丼　お店でもBAR券使
えます。

創作酒場　隠れ日
TEL／055-946-6669
BAR営業時間／１8：00〜24：00�
山ちゃんラーメン　楽しく美味し
く！をコンセプトに町外れで路地裏
の地下にある洋風居酒屋です！

ダイニングバー マルシェ
TEL／055-963-8885
BAR営業時間／１8：00〜2１：00�
予約制の店だがこの日だけはオープ
ン！小さなオードブルとワインやハ
イボールと。

梅邑BAR
TEL／055-963-0248
BAR営業時間／１8：00〜23：00�
隠れがのような店でカクテルを！

カヤック or SUP
TEL／090-1283-0840
BAR営業時間／１0：00〜１5：20�
当日受付、事前予約なし。沼津の街
中でカヌーとSUP体験ができます。
小学生から気軽にできますのでぜひ
体験してみてください。

沼津リバーサイドホテル
CAFE & LOUNGE BAR river view
TEL／055-952-2789
BAR営業時間／１4：00〜23：00�
ベアードビールの沼津ラガー生ビー
ルにホテルメイドキッシュとプチガ
トーのSET（coffeeも可）

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。

浜忠
TEL／055-919-3512
BAR営業時間／１７：00〜2１：00�
生ビール、日本酒、焼酎のいずれか
１杯
鶏とタコの唐揚げをご提供

魚ぶん
TEL／055-962-2331
BAR営業時間／１１：00〜１4：00�
チケット１枚でサバの塩焼きとふわ
ふわ鳥団子の定食。チケット２枚で
スペシャル天丼を予定です。

まろん
TEL／055-962-5251
BAR営業時間／１１：00〜23：00�
自慢の手作りハンバーグステーキ
セット＋生ビールかドリンク又はカ
ラオケ１曲を提供します！

岡田金魚店
TEL／055-962-4010
BAR営業時間／１0：00〜１７：00（なくなり次第終了）�
当日限定！高級メダカ５匹セット！
通常５匹二千円相当のメダカとなり
ます。

古安　１階精肉店
TEL／055-962-0698
BAR営業時間／１１：00〜１７：00（売り切れ次第終了）�
老舗精肉店のおみやげBAR。
焼鳥５本・メンチカツ２個のセット
です。

水口園茶店
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。

GREEDY
TEL／055-963-5511
BAR営業時間／１2：00〜2１：00�
チキンタコス！！＋ウーロン or 生
ビール！！（パクチーオニオン or レ
タス）

居酒屋　兎
TEL／055-952-5006
BAR営業時間／１６：30〜20：00�
静かな女性一人でもくつろげる店で
す。生ビール or ハイボール１杯と
アジタタキ＆黒ハンペンフライ。

カプリ亭
TEL／055-951-8686
BAR営業時間／１１：00〜１4：00、 １７：30〜20：30�
アーケード商店街のパスタ専門店
５種類のパスタの中から一皿にドリ
ンク１杯

LOTUS
TEL／090-1279-6490
BAR営業時間／１１：00〜１8：00�
オープンしたばかりの新しいカフェ
です。宜しくお願いします。バター
チキンカレーを提供させて頂きます。

SUP＆シーカヤック
TEL／055-954-2222
BAR営業時間／8：30〜１5：00�
誰でも気軽にできる。SUP･･大きめ
なサーフボードの上に立ってパドル
で漕ぐスポーツ。簡単なシーカヤッ
クと交代しながら体験して貰います。

Buddy Cafe Divers
TEL／055-919-5072
BAR営業時間／１5：00〜2１：00�
お好きなクレープ一品とトッピング
１品とソフトドリンク（コーヒー含
む）１品のセット

はなぱん
TEL／055-931-2080
BAR営業時間／１0：00〜１5：00�
我入道でパン屋をやっています。
BAR特別メニューとしてやきにくか
らあげ弁当を作りました。

すいかひまわり
TEL／090-3309-7843
BAR営業時間／１2：00〜2１：00�
日本人のケバブ屋が作るドネルチキ
ンケバブサンドをお得なセットで提
供します。

大川酒店
TEL／055-962-0685
BAR営業時間／１5：00〜2１：00�
角打ちしよう！！生ビール・樽ハイ・
日本酒・ワイン・甕仕込み焼酎・ハ
イボールお好きなドリンク２杯選べ
ます！
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５7 73
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５９ ６7 7５

６８ 7６花見煎餅
TEL／055-962-0394
BAR営業時間／９：00〜１8：00�
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。
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飲む？
食べる？

お買い物？
それとも「お笑い」？

沼津駅南口の商店街でも
BAR開催!!

静岡銀行
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イーラde

沼 津 駅
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ポルト
沼津

97
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４F
B1F

沼津
ラクーン わたやす

モスバーガー

中央公園

沼津
信用金庫

83

93

マルサン
書店

F87

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

新仲見世商店街エリア

JAZZの演奏予定ポイントです。

※ライブイベント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。

84

ホッ！とする商店街
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飲む？
食べる？

お買い物？
それとも「お笑い」？

沼津駅南口の商店街でも
BAR開催!!

沼津ラクーンよしもと劇場96
　　公演時間： 1 回目…12：30　 2 回目…14：30

チケット：大人…チケット 3 枚で 5 /27㈯の前売券（2,500円）、当日券（3,000円）
　　　　　お子様～高校生…チケット 2 枚で 5 /27㈯の前売券（1,500円）、当日券（2,000円）
　　　　　劇場窓口のみでのご購入となります
出　　演：ライセンス、くまだまさし
　　　　　チーモンチョーチュウ、アキナ
　　　　　チョコレートプラネット、TEAM BANANA
　　　　　やわら、富士彦、ちゅ～りっぷ、ヌマンズ

チケット２枚または３枚

み …おみやげBARもご用意しております。

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�
５/2７㈯公演をBARチケットでご覧
いただけます。大人：チケット３枚、
お子様〜高校生：チケット２枚。

とりう
TEL／055-951-6139
BAR営業時間／１5：00〜2１：00�
鶏ササミユッケ or 鶏の天ぷら or 鶏
の唐揚げ
メニューの中から１杯（※冷酒・大
ジョッキは除く）

上海軒
TEL／055-963-7219
BAR営業時間／１１：30〜22：00�
とろ〜りあんかけのカニ玉を、ご飯
とスープ、豆腐をつけて定食でご提
供します。

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。

ちょこっと中華万来
TEL／055-919-4638
BAR営業時間／１１：00〜１4：00�
唐揚げ３個・ヤキソバ・シューマイ
の３点セット（１0セット限り）

古美術　光工房
TEL／090-9128-2266
BAR営業時間／１１：00〜１8：00�
古くなる程に、輝きが高まる。
そんな世界がここにあります。

西洋割烹 味楽
TEL／055-962-6556
BAR営業時間／１７：00〜2１：00�
富士の国ポークのメンチカツ

〈飲み物〉生ビール（グラス）、赤又
は白ワイン

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

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

77

7８

８0

８1

８２

８3

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）

９1

7９

チケット2枚
または3枚

み

み

み

アベリー
TEL／080-4220-0404
BAR営業時間／１2：00〜22：00�
韮山反射炉認定品フローズン『苺ら
ルージュ』を販売しています。テレ
ビで紹介された話題の商品です。

８4み

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。

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・ボディワイルド等１,080
円の品、当日限りバルチケット１枚
にて販売致します。

半蔵２
TEL／055-951-2232
BAR営業時間／１７：30〜22：00�
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

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。

沼津・市川園
TEL／055-962-3246
BAR営業時間／１0：00〜１９：00�
静岡茶の『清風』はコクがあり、濃
く出ておいしい。税込8６４円をチケッ
ト１枚で対応します。

脊椎セラピーサロン 沼津仲見世店
TEL／055-962-9810
BAR営業時間／１0：00〜１９：00�
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。

８５

８８

９0

８7

８９

み

み

８６

み

み

９3

鮪小屋本店
TEL／055-963-8099
BAR営業時間／１７：00〜2１：30�
鮪と鰤の握りが２貫！
桜エビのかき揚げと生ビールかおす
すめの本格焼酎でどうぞ。

りぐる
TEL／055-962-0981
BAR営業時間／１0：30〜１９：00�
りぐるで人気のミレービスケットと
ゆずサイダーに選べるタオルハンカ
チのお得なセットをご用意。

ゆうが沼津
TEL／055-964-6700
BAR営業時間／１７：00〜25：30�
１ドリンク＆選べるおすすめ１品

９4

９６

９7

９５み

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！！

９２み

41 ９7８６

リパブリュー
TEL／055-939-8877
BAR営業時間／１3：00〜22：30�
駿河湾で揚がった深海魚のフィッ
シュ &チップスとクラフトビール

（ハーフパイント）をセットで！！

９８

11



海から始まるロマンある街づくり

すべては、お客様のここち良さのために。

Tel: (055)924-1100    http://cocochee.jp
JR沼津駅北口　ロータリー隣接

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
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海から始まるロマンある街づくり

［お問合せ•ご入会はBAR当日、受付にて承ります。］
沼津商工会議所　セイルタウンNUMAZUクラブ担当

「海から始まるロマンある街づくり」
セイルタウンNUMAZUクラブ会員募集中！

ぬまづみなと商店街協同組合
せんたくん

みなさまの夢を育て
未来を応援します

いっ
しょに歩いてゆきたいね…

http://www.numashin.co.jp

「ぬまづ港の街
           BAR2017」

19 5/19

さ
ぁ
、

お
気
に
入
り
の
バ
ー
探
し
の
旅
に
出
か
け
よ
う
。
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沼津市
イベント情報

おすすめ

5月

7月

「てっぽう町音楽夜会」5月28日㈰
時間／15：００～21：００

「沼津市海開き」7月15日㈯～8月31日㈭
千本浜海水浴場、島郷海水浴場、三津海水浴場、らららサンビーチ
大瀬海水浴場、井田海水浴場、御浜海水浴場

　沼津港周辺は伊豆半島ジオパークの紹介看板や津波対策のた
めに作られた展望水門びゅーおがあります。水門の展望台から
は日本一高い富士山や日本一深い駿河湾、伊豆半島の陸上火山
達磨山、砂嘴でできた大瀬崎などを見ることが出来ます。豊か
な海の恵みによるたくさんの魚が水揚げされる沼津港市場を歩
きます。もちろん深海魚も食べることができます。ここは伊豆
半島ジオパークの見所と食べ歩きができる場所です。

　かつて沼津城のあった頃、大手町２丁目と３丁目の間の通りは
「鉄砲町」と呼ばれていたそうです。時が経ち、現在この通り付
近は沼津でも知られたＢＡＲが立ち並ぶ場所となりました。この
場所で春と秋の年に２回開催されているＢＡＲと音楽のイベント
が「てっぽう町音楽夜会」
です。
　今回は第10回目の節目を
迎えるに当たり、参加店舗・
ミュージシャンが沼津ラ
クーンヘ一堂に介しパー
ティースタイルでの開催と
なります。

6月
「第５回沼津ビーチフェス」６月25日㈰
時間／９：００～１５：００　会場／牛臥海岸
　海のアクティビティはウインド
サーフィンやカヤック、ＳＵＰ、
ＳＵＰヨガ、ディンギー、フィッ
シングボート等があります。陸の
部ではビーチバレー、牛臥山公園
では飲食ブースやクラフトコー
ナーがあり、フラダンスや音楽で
芝生のステージを盛り上げます。
https://www.facebook.com/numazu.beach.fes/

戸田御浜海水浴場 大瀬海水浴場

7月
「第38回戸田港まつり」7月22日㈯
会場／戸田中央桟橋付近
　戸田とロシアの友好を深めるため、プチャーチンロードパレー
ド、ロシア人供養祭（ディアナ号供養祭）、海上ダンボールレー
スなどのイベントを開催しています。
　また、地元のパフォーマーによる、
よさこいなどの郷土芸能のステージ
も見どころです。
　まつりのクライマックスは、戸田
湾から約1,000発の花火が打ちあが
る、海上花火大会です。三方を山に
囲まれた戸田では、打ち上げの音が
何重にもこだまします。大迫力の海
上スターマインをご体感ください！

8月
「奥駿河湾海浜祭（夏季花火大会）」8月3日㈭
会場／内浦漁港広場

伊豆半島ジオパーク ジオツアー沼津港編

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

8月
「富士山ヨットレース」8月20日㈰
レース時間／10：30（予定）　タイムリミット／スタートより180分以内
表彰パーティー／14：30～（予定）
　富士山ヨットレース（ヤマハマリーナ沼津　オーナーズクラブ
主催）は沼津沖で毎年開催されており、上級者から家族で楽しむ
愛好者まで、市内を中心とし
たクラブ所属の艇が集まる大
会になります。
　同レースは富士山世界遺産
登録を機に2013年から毎年開
催していて、年 4回のオープ
ンレースの一つとなります。

海やバルにまつわるイベントがいっぱい♪

開催期間／平成29年7月～10月
日　　程／第2・第4土曜日、日曜日（10：00、13：00）
集合場所／新鮮館
ツアー時間／1時間３０分
コ ー ス／沼津港新鮮館→静岡県ジオパーク案内看板→展望水門びゅーお
　　　　　→沼津魚市場→イーノ→狩野川河口→沼津港飲食店街
料　　金／催行人員２人より　１人500円　
申 込 先／伊豆半島ジオガイド　鈴木正之　TEL090-3938-1746
備　　考／展望水門びゅーおは別途入場料100円がかかります。

「沼津港ジオツアーウォーク」
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イベント情報
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前回のBARの様子
2016. 5.28

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！

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。

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号の体験乗船をお楽し
み下さい。

あとBAR•
おみやげBAR

の楽しみ

カクテルあとBA
R

使い切れなかったチケットは当日21時以降、下記の店舗にて金券として使用できます。詳細は、新鮮館北側
（No.43）でおたずね下さい。

参加店舗 ガトー・バー、さんか、 TOM’S BAR、にのえ、ネルソン、ビクトリー、ブリーズブルー

「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Ｂ
ＡＲ」では、平成29年６月４日㈰までチケットを金券700円として使えます。あとＢＡＲ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。
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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
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

チケットのご購入・お問合せは
　FAX／054-333-5587
　E-mail／numazubar@gmail.com
　　　　　　　　　　http://minatonomachibar.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/

「セイルタウン NUMAZU クラブ」とは？
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 9 回目を迎え、沼津駅から沼津港までの 90 店舗以上の参加、8 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 の開催
●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）

「ヘダ号」とは？
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、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。プチャーチ
ン提督の要望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、キールのある洋式帆船が
はじめて建造され、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の礎となったのです。

「ヘダ号再建プロジェクト」とは？
この劇的な出来事は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の海運を支え
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、このヘダ号を再建
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もくろみ「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、再建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。
詳細はこちら http://schooner-heda.com/

東洋文庫所蔵「プチャーチン来航図」より転載

東洋文庫所蔵「プチャーチン来航図」より転載


