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あげつち商店街・アーケード名店街
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※各店舗により異なります。

前売券：￥3,500‑ 当日券：￥4,000‑
チケット1枚でBARメニュー1つ
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ライヴ・パフォーマンスイベントLive & Performa

5.26
21：00

土

※各店舗により異なります。

沼津港・下河原・宮町・魚町・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

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。

ぬまづ港の街 BAR
10周年記念大西順子コンサート

沼津をジャズの聖地に

世界的ジャズピアニスト大西順子

会場：沼津魚市場内 特設ステージ
時間：①開場 17：00 開演 17：30 〜 18：30
②開場 19：00 開演 19：30 〜 20：30
料金：60 分 1 ステージ ＊①②完全入れ替え制
席 有 4,500 円＊BAR チケット 2,100 円込み
立ち見 4,000 円＊BAR チケット 2,100 円込み

チケット販売用
クラウドファンディング URL
https://kibidango.com/682

本部にて当日チケット交換致します。
A 16：30〜17：00

オープニングセレモニー

主催者挨拶とよしもと芸人による乾杯ショータイム

C 13：00〜21：00

Brasshonkerz 音礼真 with COLLAGE
飯田徳孝 ディキシーブラックシップス

飯田徳孝

ディキシーブラックシップス

ライオンズ

Brasshonkerz

ライオンズ

音礼真with COLLAGE

D 18：00〜21：00
レイザーラモンRG

JAZZ
LIVE

西村ヒロチョ

ヌマンズ

13：00〜20：30

Saxohonkerz
FRAN 村松日登美
リキ ディキシークルー
karali̲tokyo

第３回 うみべのキャンドルアート

〜港口公園に3,000個のあかりを灯そう〜

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。
地元の児童たちの描いた絵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キャンドル
で描いたアートを芝生広場の中に配置して夜の港
口公園に幻想的な風景を作り出します。港の街BAR
本部から近いので是非観に来てください。

E 15：00〜17：30

CANARY よさこい演舞
るあ あいぜっちゅー AR Z

Saxohonkerz

FRAN 村松日登美

CANARY

同時開催
karali̲tokyo

B

大道芸

米屋 遊
TAKE-Iguchi
etc…
2

リキ

ディキシークルー

あいぜっちゅー

AR Z

るあ

長浜城北条水軍まつり ５月26日㈯

長浜会場（長浜城跡地）
・三津会場（内浦漁港）
戦国時代さながら !
北条水軍の勇姿を堪能して。

長浜会場では、火縄銃の演武などを実施。
三津会場ではステージパフォーマンスの他、
地場産品の販売も。また、北条水軍の船が甲
冑隊を乗せて長浜城から内浦漁港まで進む海
上パレードがあり、時空を超えた迫力ある催
しが繰り広げられる。
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500ｍ

無料臨時シャトルバス運行時間
1 2 3 4 5

9：00〜21：00（約30分間隔で運行）
1

沼津駅

（南口三交イン
ファミリーマート前）

2
5

リバーサイド
ホテル

3

沼津港（旬彩街前）

最終便のご案内

4

沼津港

（新鮮館南前）

❹沼津港…21時発

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
BARチケットでの
このマークの場所に
支払もOKです。
代行が停まっています。
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津

35

36

BAR当日の
お問い合せ窓口
（ジオツアー受付）
（大西順子ライブ受付）
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臨時シャトルバス
発着所
沼津港（旬彩街前）
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P
大西順子
スペシャル
ステージ

P
JAZZの演奏予定ポイントです。

沼津魚市場内
INO
（イーノ）

1
（2F）

2
（2F）

大道芸のパフォーマンス予定ポイントです。
※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。

16

15

６

安信運輸株式会社
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

沼津市志下653‑2

4

TEL（055）931‑0500㈹

み

…おみやげBARもご用意しております。
トニーズホノルル沼津ベイサイド み
１
TEL／055-954-6366
BAR営業時間／15：00〜２３：00

さかなや千本一
13
TEL／055-952-0025
BAR営業時間／16：00〜20：００

踊りあじ専門店 沼津港あした葉
25
TEL／055-939-7784
BAR営業時間／14：00〜20：00

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。

静岡地酒利き酒３種と旨い串天ぷら
５種（地アジ・地魚・黒はんぺん他）
果実酒あり。子供は天茶づけ。

踊りあじ専門店が作る漁師めし味噌
仕立てのなめろう つまみでも良
し！ だ し 茶 漬 け に し て も 良 し！ 生
ビール付き

沼津魚市場食堂
２
TEL／055-954-3704
BAR営業時間／10：00〜15：30

㈱マルヤ水産 沼津港直営店 み
14
TEL／055-951-0008
BAR営業時間／9：00〜16：00

ふみ野
26
TEL／055-952-3923
BAR営業時間／14：00〜18：30

お好な飲み物１杯に自家製手作り人
気の出し巻き玉子と桜海老コロッケ
が付いたＢＡＲ限定メニュー

定価は1000円以上！
人気の醤油干し等当店お奨め商品お
一つと、チケット１枚交換☆★

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。

み
しば田や
３
TEL／055-900-1684
BAR営業時間／１４：００～無くなり次第終了

港のカキセンター「カキ小屋」
15
TEL／055-962-6811
BAR営業時間／１6：00〜２０：00

み
みなとの磯はる食堂
27
TEL／055-962-2200
BAR営業時間／16：００〜品切れ次第（19：00）

ミニ鮪丼ウニのせ＋生ビール
２月２０日に新規オープンしたお店で
す。甘くておいしいウニを食べてみ
ませんか？

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

イワシフライコッペとタマゴサン
ド。会場を回りながら、JAZZを聴
きながらお召し上がりください♪

み
久 魚健
４
TEL／055-963-3373
BAR営業時間／15：00〜21：00

海鮮丼専門店 伊助
16
TEL／055-955-8830
BAR営業時間／10：00〜１７：00

み
なな輝
28
TEL／055-961-0077
BAR営業時間／16：００〜なくなり次第終了

ボイル甘えび・カニ瓜・自家製人気イ
カマリネの豪華海鮮三点盛り！移転記
念 に 豪 華 に し ま し た。 缶 ビ ー ル・ 缶
チューハイ・ウーロン茶から選べます。

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!!

深海のフトツノザメのフライとハイ
ボール又はソフトドリンク!!

み
アロハクレープ
５
TEL／090-6646-9973
BAR営業時間／10：00〜21：00

Hamburger & Cafe 沼津バーガー み
17
TEL／055-951-4335
BAR営業時間／9：00〜19：00

鮨庵さいとう 本店
29
TEL／055-954-3009
BAR営業時間／17：00〜なくなり次第終了

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。

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。

沼津浜焼きセンター 海女小屋
６
TEL／055-955-7146
BAR営業時間／15：00〜20：00

ぬまづ港 木村屋 幸せの玉子焼 み
18
TEL／055-963-9901
BAR営業時間／10：00〜１9：00（無くなり次第終了）

み
魚がし鮨 港店
30
TEL／0120-72-3388
BAR営業時間／11：00〜20：30

何が出るかはお楽しみ、くじを引い
て豪華浜焼き♪

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。

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！！

むすび屋
７
TEL／055-963-5484
BAR営業時間／17：00〜20：00

ごはんどころ 海賊亭 み
19
TEL／055-952-5525
BAR営業時間／15：00〜20：00

沼津漁師めし食堂
31
TEL／055-964-1055
BAR営業時間／10：00〜スープ無くなり次第終了

生ビールとまぐろ４かん

バルチケット１枚で桜エビかき揚げ＋
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。）

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♪

『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！！

み
いなろ食堂
８
TEL／055-963-0176
BAR営業時間／15：00〜20：００

漁師寿し 網元 武田丸
20
TEL／055-952-3311
BAR営業時間／11：00〜２０：００

海女小屋BBQ
32
TEL／055-954-3935
BAR営業時間／13：00〜20：00

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！！

最高級本まぐろ 100ｋｇ級
中とろ ２カン 用意してます

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！

港の揚げはんぺん屋（やいづ屋直売店）み
９
TEL／080-3254-8810
BAR営業時間／15：30〜20：00（なくなり次第終了）

駿河そば
21
TEL／055-964-0330
BAR営業時間／15：00〜21：30

み
㈱芹沢パッケージ
33
TEL／055-951-1869
BAR営業時間／13：00〜18：00

黒はんぺんメンチ黒はんぺんフライ
カレーボールが入った揚げたてうま
うまセット。

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

五鉃
１０
TEL／055-946-5835
BAR営業時間／11：00〜16：00

鮨庵さいとう 旬彩街店 22
TEL／055-952-3009
BAR営業時間／17：00〜なくなり次第終了

み
うなぎ処京丸
３4
TEL／055-951-0358
BAR営業時間／11：00〜21：00（ラストオーダー 20：30）

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。

生ビールとまぐろ４かん

お土産はうな弁お茶orビール付きますとトレ
―パックチョイ傷ハンパもの店内食事はうな
丼やパスタ、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。ドリンク付きです。

みやげもん屋 ぬまづ 湊いち み
11
TEL／055-952-3645
BAR営業時間／９：00〜21：00

み
カネキン露長商店
23
TEL／055-962-7773
BAR営業時間／10：00〜１5：00

ファミリーマート 沼津港前店 み
３5
TEL／055-964-0151
BAR営業時間／22時又は引換商品終了まで

湊いち超人気の商品！琥珀色のだし
厳選国産素材使用！駿河湾産桜えび
せんべい！美味しいよ！

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！

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。

かもめ丸
12
TEL／055-952-3639
BAR営業時間／16：00〜21：00

沼津 かねはち
24
TEL／055-954-0008
BAR営業時間／15：００〜20：30

み
松
３6
TEL／055-951-7277
BAR営業時間／10：00〜24：00

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。

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

こだわりの醤油ラーメンバルのため
だけの限定ラーメンです。みなさま
のご来店、おまちしてます。
お土産BARはエビチャーハン!!

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。

5

ファミリーマート●

千本

下河原
沼津

沼津駅

エリア

エリア
辺
周
港

第二小学校●

JAZZの演奏予定ポイントです。

51

※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。

沼津下河原郵便局
沼津信用金庫

50

セブンイレブン●

BAR当日の
お問い合せ窓口
（ジオツアー受付）
（大西順子ライブ受付）

45 44
47 46

42
41

千鳥丸のり場

サンセットクルーズ

40

沼津みなと新鮮館

49 48

本部

千本港町
沼津港深海水族館

A JAZZライブ

39

P

38
37

沼津港

52 53 54

港口公園

代行

ジオツアー
のり場

D

43

沼津魚市場
第一市場

みなと旬彩街

Ami号

30

4

1,800円（税別）

獲れたての刺身
各種ご用意しております。

【年中無休】
【営業時間】11：00〜21：00

6

C

34

み

…おみやげBARもご用意しております。
み
丸勘
３7
TEL／055-941-8770
BAR営業時間／7：30〜15：00

雄大グループ
47
TEL／090-4190-1111
BAR営業時間／15：00〜20：00

丸勘ひでんのたれにつけこんだサー
モンとビール（又はソフトドリンク）
でおでむかえします。

ＢＡＲ特別メニューをご用意!!
メニューは当日お楽しみに!!

み
まるに
38
TEL／055-943-7676
BAR営業時間／9：00〜20：00（商品無くなり次第終了）

30分
千鳥観光汽船㈱
48
TEL／055-962-7537
BAR営業時間／11：00〜18：00

深蒸煎茶「愛鷹茶」新茶4種より、
お好みの新茶２袋をお選び戴けます。

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。

み
あじや
３9
TEL／055-964-1400
BAR営業時間／１7：00〜19：0０（数量限定）

み
我入道漁協販売所
49
TEL／055-963-2833
BAR営業時間／10：00〜20：00

生ビールと手羽元塩焼きＴａｋｅＯｕｔで
のご提供！！

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。

み
千漁家
40
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）

ひもの和助
51
TEL／055-962-0756
BAR営業時間／17：00〜19：00
み

きびなご・さばスパイス＋缶ビール
or １ドリンク!!

港食堂
42
TEL／055-962-2800
BAR営業時間／17：30〜無くなり次第終了

クレープショップLinoLino み
52
TEL／090-4164-1613
BAR営業時間／15：00〜21：00頃

海鮮丼＋みそ汁
ビール＋つまみ

移動販売のクレープLinoLinoです。
450円以上のクレープとタピオカド
リンクをセットで７００円（バルチケ１
枚）で販売致します。

ジオツアー（大瀬崎）チケット2枚
TEL／090-3938-1746 43
BAR営業時間／1１：00〜1３：３0

み
はなぱん
53
TEL／055-931-2080
BAR営業時間／12：00〜21：00

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。

カツサンド＆クラブハウスサンドは
なぱんおすすめのサンドイッチボッ
クス。

み
ノリさんのカキ氷
TEL／090-3953-3848 44
BAR営業時間／12：00〜20：00

み
すいかひまわり
TEL／090-3309-7843 54
BAR営業時間／12：00〜21：00

み
港の街BAR
45
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。

セイルタウンNUMAZUビール み
46
㈱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。

12 13

編

中国料理 親龍飯店
55
TEL／055-963-9231
BAR営業時間／11：00 ～15：00 ／17：00 ～21：00

住所／沼津市千本緑町1-31-1
創業３０年。本場中国味を地元の方を中心に愛され続け
ているお店です。
P3の地図をご覧下さい。
み
麺奏 弥栄
56
TEL／055-932-5466
BAR営業時間／11：30 ～22：00

Cáfe & DiningBar Gauran み
50
TEL／055-951-6662
BAR営業時間／11：00〜23：00

天然ミナミ鮪か、海鮮丼のどちらか

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

外

鉄板焼肉丼セット！！
味もボリュームも満点。バルならで
はの特別メニューです。お店でお待
ちしています。

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。

み
まぐろの魚栄
41
TEL／055-962-2277
BAR営業時間／17：00〜20：００

番

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。

ノスタルジックラーメン。塩or醤油。
昔懐かしの味を沼津の食材を使って
再 現 し た ラ ー メ ン で す ぞ。 お 土 産
BARはチャーシューセット。

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。

すし処 京丸
57
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。

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。

Take Ivy 1961
58
TEL／090-3550-5047
BAR営業時間／17：00〜24：00
オリジナルカレーとビール
自 家 製 ベ ー コ ン と カ ク テ ル（ ハ イ
ボールorジントニック）

住所／沼津市市場町19-7
レコード＆アコースティックライブ昭和ノスタルジッ
クのお店です！！
P3の地図をご覧下さい。

43 ジオツアー（大瀬崎の砂嘴と南火道）

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）

■参加年齢／小学生以上
■募集定員／30名（最低催行人員20名）
■参加方法／当日本部横にて受付（バルチケット２枚）
■受付場所／本部となり ■受付時間／10：30より
■集合場所／受付後 沼津内港 第一市場前岸壁（Ami 号付近）
■ツアー時間／11：00出港〜13：30帰港（大瀬崎上陸を含む）
■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

40

49

1,300円

（税別）
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本町支店

62
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時宗不動院
60
59

83

8

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

み

…おみやげBARもご用意しております。
み
GREEDY
68
TEL／055-963-5511
BAR営業時間／12：00〜21：00

Bar&Grill SASA
78
TEL／055-951-3334
BAR営業時間／１８：００ 〜２4：００（無くなり次第終了）

フレッシュタコス / ミート + 生ビー
ルor烏龍茶

沼津には少ないアメリカンスタイルのバー＆
グリル。ステーキをもっとカジュアルに食べ
ましょう！当日はキューバミントをたっぷり
使った本場のモヒートとおつまみをどうぞ！！

大川酒店
59
TEL／055-962-0685
BAR営業時間／15：00〜21：00

居酒屋 兎
69
TEL／055-952-5006
BAR営業時間／16：30〜20：00

居酒屋 酛もと
79
TEL／055-946-5056
BAR営業時間／16：00〜19：00

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！

生ビール一杯と棒々鶏サラダ
メニューは、ほとんど手作りです。

スパイシーチキンカレーと、手作り
パン。飲み物はビールか日本酒をご
用意して、お待ちしております。

み
LOTUS
60
TEL／055-956-4267
BAR営業時間／11：00〜なくなり次第

み
キムキムキッチン
70
TEL／055-956-3579
BAR営業時間／１８：００ ～２１：００

ALL’S（オールヅ）
80
TEL／055-963-2711
BAR営業時間／18：00〜26：00

下河原でカフェをやっているLOTUS
です。今回はチリビーンズを用意し
ました。気軽に来てください。

昨年12月開店のお店です。
ＢＡＲメニューは、店定番の韓国海苔
巻きです。ご賞味下さい。

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

THE BLUE WATER
61
TEL／055-951-0001
BAR営業時間／１１：００ ～２２：００（L.O21：00）

楽酒房みのり
71
TEL／055-954-5120
BAR営業時間／１９：００ ～２２：００

チケット2枚
SUP
81
TEL／055-924-4465
BAR営業時間／10：30〜15：20

名物のアップルパイとワンドリン
ク！バルのちょっとした休憩にお越
し下さいませ。

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。

沼津の街中でＳＵＰが体験出来ます。
小学生から出来ますのでお気軽にお越し
ください。予約メールinfo@angelmarine.
org 当日受付もやっています。

み
花見煎餅
62
TEL／055-962-0394
BAR営業時間／9：00〜18：00

カプリ亭
72
TEL／055-951-8686
BAR営業時間／11：00〜14：00、 17：30〜20：30

チケット2枚
カヤック
82
TEL／090-1283-0840
BAR営業時間／10：00〜15：20

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。

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

当日受付、事前予約なし。沼津の街
中でカヌー体験ができます。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。

化粧品・宝くじ「むさしや」み
63
TEL／055-962-1657
BAR営業時間／10：00〜18：00

梅邑BAR
73
TEL／055-963-0248
BAR営業時間／18：00〜23：00

沼津リバーサイドホテル riverview
83
TEL／055-952-2789
BAR営業時間／15：00〜22：30

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！

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！

あさぎり乳業ソフトクリームのスペ
シャルサンデーとコーヒーセット又
は生ビールとキッシュセット

your Room 我母
64
TEL／090-1235-4043
BAR営業時間／１０：００～１５：００・１８：００～２２：００

創作酒場 隠れ日
74
TEL／055-946-6669
BAR営業時間／17：00〜23：00

うさぎの木
84
TEL／055-963-8565
BAR営業時間／18：00〜20：00

わがままに過ごしたい空間で
生ビール１杯・小鉢３品で
あなたの世界を広げて見ては・・

隠れ日ラーメン
自家製ソーセージを白レバテキが自
慢のお店です！

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。

まろん
65
TEL／055-962-5251
BAR営業時間／11：00〜２１：00

陽炎 かげろう
75
TEL／055-952-2929
BAR営業時間／17：00〜23：00

み
浜忠
85
TEL／055-919-3512
BAR営業時間／17：00〜21：00

グリーンアスパラと豚ロース肉のマ
スタードソース炒め
生ビール（小）orソフトドリンク

上土町にあります陽炎です。いろん
な馬肉の部位を刺身で用意しており
ます。是非ご賞味ください。

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

み
岡田金魚店
66
TEL／055-962-4010
BAR営業時間／10：00〜17：00（なくなり次第終了）

八六家
76
TEL／055-964-1868
BAR営業時間／17：00〜22：30

魚ぶん
86
TEL／055-962-2331
BAR営業時間／１１：００ ～１４：００ １６：３０ ～１９：３０

好評の二千円相当の高級メダカ５匹
セット！もしくは、千五百円相当の
高級金魚２匹と水草１束セット！

生ビールorホッピー orハイボールor
サワー or焼酎＋お好きな串＋お好き
なおでん

チケット２枚でバル特製天丼。
チケット１枚でちらし風海鮮丼。
無くなりしだい終了します。

み
水口園茶店
67
TEL／055-962-2102
BAR営業時間／9：30〜18：30

EAST イースト
77
TEL／090-7912-5222
BAR営業時間／19：00〜22：00

肉バル＆ワイン ベルサイユのバル
TEL／055-962-7880
BAR営業時間／

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。

お酒とおつまみの他カラオケもあり
ます！通常営業ＰＭ６：00 ～ＡＭ２：
00 。月曜日定休です！お好きなド
リンクと牡蠣の醤油漬けセット。

沼津ブランド半身揚げ他全５品とド
リンクを選べます。通常1100円以
上!!大人気の為売切御免!!

街中へ Go!

81 ＳＵＰ（狩野川）

チケット２枚

■参加年齢／小学生以上
■持 ち 物／水着、タオル、着替え等
ボードから落ちる可能性があります。
■参加方法／事前予約及び当日受付
予約はメールにて info@angelmarine.org
■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

82 カヤック（狩野川）
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チケット２枚

■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
9
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お買い物？
沼津駅南口の商店街でも
飲む？
？
」
い
食べる？ それとも「お笑
み

BAR開催!!

…おみやげBARもご用意しております。
み
井草呉服店
88
TEL／055-962-0832
BAR営業時間／10：00〜18：00

半蔵２
97
TEL／055-951-2232
BAR営業時間／１７：３０〜２２：00

たこやきサボちゃん
106
TEL／080-3664-1055
BAR営業時間／11：00 ～23：00（L.O）

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

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

たこやき片手に沼津を巡礼！ビール
又はハイボールもついて￥７００。
たこやきサボちゃん営業中！

西洋割烹 味楽
89
TEL／055-962-6556
BAR営業時間／17：00〜21：00

み
婦人服 アビオン
98
TEL／055-962-0731
BAR営業時間／10：00〜18：00

松浦酒店
107
TEL／055-962-0538
BAR営業時間／１３：00〜２１：00

ＢＡＲスペシャルメニュー駿河牛肉
じゃがコロッケ（ビールorグラスワ
イン赤or白付）

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。

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
90
TEL／055-954-5033
BAR営業時間／17：00〜25：00

み
沼津・市川園
99
TEL／055-962-3246
BAR営業時間／10：00〜19：00

み
りぐる
108
TEL／055-962-0981
BAR営業時間／10：30〜19：00

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。

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。

選べるほにやタビくつ下とボトル入
りスナック菓子・馬路村ゆずドリン
クのお得なセットをご用意。

串家 七兆
91
TEL／055-950-5574
BAR営業時間／17：30〜21：00

脊椎セラピーサロン 沼津仲見世店
100
TEL／055-962-9810
BAR営業時間／10：00〜19：00

鮪小屋本店
109
TEL／055-963-8099
BAR営業時間／17：00〜22：00

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。

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。

鮪と鰤の握りが２貫と駿河湾桜エビ
のかき揚げ。
生ビールか焼酎（芋・麦）セット

Vanzo（伴蔵）
92
TEL／055-919-5051
BAR営業時間／１７：３０〜２２：00

cafe スプーニー
101
TEL／055-964-4944
BAR営業時間／15：00〜21：00

とりう
110
TEL／055-951-6139
BAR営業時間／15：00〜21：00

生ビール又はワインとおつまみ一品

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）

鶏ササミユッケor鶏の天ぷらor鶏の
唐揚げ
生ビール他

萬来軒総本店
93
TEL／055-951-6138
BAR営業時間／１７：00〜２１：00

香香坊（シャンシャンボウ）
102
TEL／055-963-3682
BAR営業時間／16：30〜24：00

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

「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。

沼津ラクーン チケット3枚
111
よしもと劇場 または4枚
TEL／055-946-6612
BAR営業時間／１2：30/１4：３０/１7：３０

み
アベリー
94
TEL／080-4220-0404
BAR営業時間／12：00〜22：00

四季彩菜 三十飛
103
TEL／055-919-7487
BAR営業時間／17：30〜23：00

BARスペシャルメニュー白桃ジュレ
ｏｒイ チ ゴ ジ ュ レ チ ョ コ レ ー ト（ フ
レッシュフルーツを使用しています）

沼津の魚・野菜を中心とした旬の食
材を使って、刺身・焼魚・煮魚など
メニューも充実しています。

おしゃれショップ ヤマザキ み
95
TEL／055-962-2949
BAR営業時間／１０：00〜１９：00

み
栗せんのほさか
104
TEL／055-951-1515
BAR営業時間／10：00〜19：30

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。

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！！

フォーシーズン・ギャラリー み
96
TEL／055-962-0559
BAR営業時間／10：00〜19：00

み
神戸メロンパン
105
TEL／055-963-1757
BAR営業時間／10：00〜20：00

リパブリュー
114
TEL／055-939-8877
BAR営業時間／13：00 ～23：00（LO22：30）

グンゼ下着1080円、ブランドソッ
クス1620円の品当日限りチケット
１枚にて販売致します。

昨 年、10月 にＯＰＥＮし た メ ロ ン パ
ン専門店です。オリジナル商品を多
数ご用意しています。ＢＡＲでは１枚
700円の現金としてお使い頂けます。

自家製オリジナルクラフトビールを
一杯（ハーフパイント）とミックス
ナッツのセット。
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５/26㈯ 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。

大衆酒場Ten-Ten
112
TEL／055-963-3650
BAR営業時間／１7：00〜24：0０
おまかせ串焼き盛り合わせ６本
獺祭（だっさい）一合 日本酒
どちらかおえらび下さい

ゆうが沼津
113
TEL／055-964-6700
BAR営業時間／１7：00〜2５：0０
フードメニューは7種から１品、ド
リンクは飲み放題メニューから１杯
お選び頂けます。

沼津ラクーンよしもと劇場 5/26 ㈯の公演
沼津ラクーンよしもとバカ豪華フェス

４枚
チケット３枚または

出演：ペナルティ・トータルテンボス他

公演時間： 1 回目…12：30〜
回目…12：30 2 回目…14：30
2 回目…14：30〜
チケット：大人…チケット 4 枚で 5 /26 ㈯の前売券、当日券を購入可能
小学生以下‥チケット３枚で 5 /26㈯の前売券、当日券 を購入可能

ＲＧが120分あるあるを歌い続け西村ヒロチョがロマンティックな
サックスを吹き続ける会 ※１ドリンク付き

公演時間：17：30〜 出演：レーザーラモン ＲＧ・西村ヒロチョ
チケット：チケット 3 枚で 5 /26 ㈯の前売券、当日券を購入可能
※劇場窓口でのご購入となります
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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

静岡県運転代行協会

アクセス代行サービス 0120‑889‑540
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代行 SP

055‑929‑0010

代行運転 セフテー

0120‑39‑1940

ブーブ運転代行社

0120‑055‑909

代行運転 マスター

0120‑969‑881

運転代行 桃太郎

0120‑839‑889

ぬまづみなと商店街協同組合
せんたくん

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。

お近くの店舗の口座を

Webで開設

スルガの
イイトコ！

お取引に応じて、
インターネットバンキングの

他行あて振込手数料が

0円に!!

詳しくは当社ホームページで

本店営業部
沼津市大手町4丁目76番地（055）962‑6111

中央運送株式会社
全国から

築地、東京、

そして再び

生鮮食品

全国へ

江戸前輸送

半世紀

沼津市千本港町29‑1

TEL055‑951‑6880

あの街もこの街も この 1 枚 日専連カード

さぁ︑

お気に入りのバー探しの旅に出かけよう︒

安心！快適！乗換なし！

高速バス 沼津

渋谷･新宿

線

6月1日ダイヤ改正
沼津港発着 1 往復
バスタ新宿発 8:35 発
沼津港発 14:35 発

ご予約
京 王 ☎03-5376-2222
お問い合わせ 富士急 ☎0570-029556
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おすすめ

沼津市

5月

「てっぽう町音楽夜会」5月27日㈰

報
情
ト
ン
ベ
イ
Event

ation
Inform

5月

時間／15：
００〜21：
００

海やBA
Rに
まつわる
イベント
が
いっぱい
♪

長浜城北条水軍まつり 5月26日㈯

会場／長浜会場
（長浜城跡）
・三津会場
（内浦漁港）
平成27年５月24日に国
指定史跡公園としてオー
プンした「長浜城跡」に
おいて、戦国時代さなが
らの甲冑隊や火縄銃の演
武、ステージパフォーマ
ンスや物産販売などが楽
しめます。

城岡神社 例大祭

5月26日㈯・27日㈰

8月

沼津市杯

このお祭りは、地域の
町内をはじめ商店街・企
業も参画し、沼津の中心
市街地のにぎわいづくり
の一躍を担うとともに沼
津夏祭りのはしりとして
定着しています。神輿渡
御や子供、婦人会の踊り
も町内を渡り歩く。又、
境内では演芸大会も開催
さ れ ま す。沼 津 港 の 街
BARと も 連 動 し て 沼 津
港から沼津駅まで盛りあ
がりをみせます。

富士山ヨットレース2018

パレード9：30〜

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。

競技10：15〜12：45

7月

第５回沼津ビーチフェス 7月16日㈪ 海の日
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、
等があります。陸の部ではビーチバレー
の他、牛臥山公園では飲食ブースやク
ラフトコーナー、フラダンスや音楽で
芝生のステージを盛り上げます！
https://numazu-bf.jimdo.com/

8月
第71回沼津夏まつり
狩野川花火大会
7月28日㈯・29日㈰

会場／中心市街地・狩野川河川敷

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 10,000 発を
打ち上げます。

8 月 26 日㈰

タイムリミット150分

2013年より開催されています。
【富士山ヨットレー
ス】も、今年は第６回となります。
今年は、沼津市の後援を受け ( 海から沼津を盛り上げ
よう！ ) をスローガンに海好きな仲間が集まり、県内
外から多くの観光客が訪れる沼津港を主としてヨッ
トレースを開催するこことなりました。
富士山・海・温暖な気候、すばらしいこの沼津の
海で、楽しいヨットレースに是非ご参加下さい。

47 113
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沼津をジャズの聖地に

世界的ジャズピアニスト大西順子
ニューヨークの名門ジャズクラブ、
ヴィレッジ・ヴァンガードに日
本人として初めて自己のグループを率いて出演。小澤征爾の指揮す
るサイトウ・キネン・オーケストラとガーシュウィン作「ラプソディ・
イン・ブルー」を共演するなど、世界的に活躍をする大西順子がベー
ス井上陽介、ドラムス高橋信之介を起用した新たなトリオを結成。
昨年11月には２枚のアルバムを同時にリリースし、JAZZ JAPAN
AWARD、CD ショップ大賞ジャズ部門受賞する。
井上 陽介

ベース

日野元彦、佐藤允彦などのグループを経て NY
へ拠点を移し１３年間滞在。ハンク・ジョーンズ、
日野皓正、リー・コニッツ、デイブ・リーブマ
ンをはじめ多くのミュージシャンと共演。2004
年帰国。自己のグループの他、塩谷哲トリオ、
渡辺香津美ジャズ回帰プロジェクト、大西順子ト
リオなどのメンバーとして活動中。

高橋 信之介

ドラムス

山下洋輔、辛島文雄、宮之上貴昭、伊藤君子
等のレギュラー・ドラマーとして活動。２００２年、
初リーダー作『ルミネーション』発表。同年、
活動の拠点をニューヨークに移す。小曽根真
No Name Horses、Don Friedman、Grady
Tate、Eric Person 等のレギュラー・ドラマー
として活躍する。２０１１年、山下洋輔、池田篤、
中 村 健 吾 の 参 加を得 て、アル バム『Blues 4
Us』を発表。２０１６年 活動の拠点を再び日本に
移す。

大西順子コンサートチケット販売用
クラウドファンディング URL
https://kibidango.com/682

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、次々とお店を渡り歩く
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

「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30年６月３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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「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 10 回目を迎え、沼津駅から沼津港までの 100 店舗以上の参加、６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。

東洋文庫所蔵「プチャーチン来航図」より転載

「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

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。

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

大西順子ライブチケット販売用クラウドファンディングURL
https://kibidango.com/682
BARチケットのご購入・お問合せは
E-mail／ numazubar@gmail.com
ぬまづ港の街BARホームページ
http://minatonomachibar.com/
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

