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金券あと
バル

バルメニューあと
バルバルメニュー or 金券あと

バル

要確認あと
バル

バルメニュー あと
バル

金券あと
バル

カレー食堂 コロポ

コロポのカレーは「みん
なを元気にしたい」そん
な思いを込めて、ひとつ
ひとつ丁寧に作っていま
す。
バルメニュー
ハーフとりスープカレー
　+　ハーフラッシー魚津市経田西町 4-27

☎.0765-32-5502

バルタイム
11:30-14:30/17:00-19:30

1
バル席 10席

バルメニューあと
バル

アンティーク・コーヒー 六蔵

本格的な西洋アンティー
クに囲まれた雰囲気のあ
る店内。美味しいコー
ヒーをどうぞ！
バルメニュー
ケーキ ＋ コーヒー又は
ダージリンティー

魚津市北鬼江 2-1-10
☎.0765-23-6330

バルタイム
11:00-20:00

2
バル席 25席

金券あと
バル 金券あと

バル

中華飯店 香龍

歴史のある本格中華の名
店。一度訪れれば永く愛
されてきた理由が分かる
はず。
バルメニュー
「ハーフ炒飯またはハー
フもやし炒め丼 」と手作
り餃子３個 ＋ ソフトドリ
ンク

魚津市本江新町 3-20
☎.0765-24-3636

バルタイム
11:00-21:00

3
バル席 80席

セントベリー・コｰヒー

おいしいコーヒーはセン
トベリー！バル限定「ミ
ラたんカプチーノ」で！
Have a good time!
バルメニュー
手作りマフィンとアイス
クリーム ＋ カプチーノ

魚津市本江 1330-1
☎.0765-23-1150

バルタイム
11:00-18:00

4
バル席 6席

バルメニュー or 金券あと
バル

coconowa （心和）

シェフと栄養管理士と医
師のコラボレーションで
体に優しく安全で、美味
しく、楽しいお料理をつ
くっています。
バルメニュー
オリジナルランチプレー
ト +  ソフトドリンク魚津市本江 1-26 スコール内

☎.0765-23-5080

バルタイム
11:30-18:30（日曜のみ 15:00）

5
バル席 4席

バルメニュー あと
バル

酒菜家おあじ 魚津店

限られたお店のみでしか
飲むことのできない、ア
サヒスーパードライエク
ストラコールド－2.2℃の
のど越しをお試し下さ
い！
バルメニュー
とろろ鉄板焼き + 選べる
ドリンク

魚津市大光寺 1520
☎.0765-32-5247

バルタイム
17:30-24:00

6
バル席 80席

おすしやさん魚津店

地元の魚に拘り、旬のネ
タを心をこめてご提供い
たします。
バルメニュー
地魚の握り寿司４貫 + 生
ビール（小ジョッキ）
※寿司の内容はその日に
より変わります魚津市上村木 2-1615

☎.0765-24-5074

バルタイム
11:00-20:00

7
バル席 25席 金・月バル

休

麺飯店 天地人

本格中華店で修業を積ん
だ黄さんが作る点心や
ラーメンはリーズナブル
にして絶品です！
バルメニュー
ジューシー唐揚げとふっく
ら手作り餃子 + 生ビール

魚津市上村木413アップルヒル内
☎.0765-23-22-0517

バルタイム
11:00-14:30/17:30-21:30

8
バル席 36席 日・月バル

休

インド料理  インディラ 魚津店

インドから取り寄せた何
十種類のスパイスを現地
有名ホテル出身の熟練
シェフが調理していま
す。
バルメニュー
インディラ 5 種盛り鉄板 
＋  生ビール（ソフトドリ
ンクも OK）

魚津市吉島 510
☎.0765-24-1779

10はじめ家

家系総本山 吉村家四天王 
はじめ家！パンチの効い
た豚骨醤油味！家系ラー
メンを是非！
バルメニュー
家系バルラーメン ＋ 魚津
のうまい水（500ml ペッ
トボトル）魚津市吉島 67-1

☎.0765-23-1789

バルタイム
11:00-23:00

9
バル席 28席 月バル

休

バルメニュー あと
バル

ぐる屋

市内を一望できる眺めの
良いカフェスペースでバ
ル特製パンケーキをどう
ぞ！　ケーキとベーグル
も是非！
バルメニュー
①キャラメルバナナパン
ケーキ  ②パンケーキのク
ロックムッシュ ＋ お好き
な飲み物 のいずれか１品

魚津市下椿 106
☎.0765-22-7177

バルタイム
10:00-18:00

11
バル席 24席

バルメニュー or 金券あと
バル

道とん堀 魚津店

お好み焼・広島焼き・も
んじゃ焼・焼き肉なのど
鉄板メニューが豊富で
す。サイドメニューも！
バルメニュー
バル特製焼肉セット（イカ
ナンコツ、ヤゲンナンコ
ツ、ホルモン） ＋ 生ビール
又はドリンクバー
※セット内容が変わる場
合があります。

魚津市本新町 691
☎.0765-23-0339

バルタイム
11:30-22:00

12
バル席 80席

SHOT BAR ラフィータフィー

静かにお酒の味を楽しめ
るショットバーです。本
格的なカクテルや貴重な
ハードリカーも数多くあ
ります。
バルメニュー
スパニッシュピンチョス 
＋ バル限定カクテル魚津市駅前新町 9-3

☎.0765-24-3730

バルタイム
20:00-24:00

13
バル席 10席 日・月バル

休

地魚・てんぷら 増重

地元で水揚げされた獲れ
たての地魚を中心に一品
一品心を込めてお出しし
ています。
バルメニュー
ほたるいか酢味噌 ＋ 生
ビール

魚津市駅前新町 9-25
☎.0765-24-1286

バルタイム
17:00-21:00

14
バル席 26席 日バル

休

酒肴菜 しげ

酒も肴も「うまい」店！
マスターが一品一品心を
込めて提供する料理とお
酒で皆様のお越しお待ち
しております！
バルメニュー
もつ煮 ＋ 生ビール

魚津市駅前新町 10-5
Ｔスクエアビル 1Ｆ
☎.0765-22-8573

バルタイム
18:00-22:00

15
バル席 28席 月バル

休

食道楽 まんてん

「美味しい」「楽しい」「ティ
ンカーベルマスター」の、
三拍子揃った無国籍料理
で盛り上がるエスニック
系居酒屋。
バルメニュー
①海鮮チヂミ＋和牛のす
じ煮　②海鮮チヂミ＋ぷ
りぷりエビマヨ（数量限
定代替メニューあり）

魚津市駅前新町 10-3
☎.0765-24-7332

バルタイム
17:30-23:00

16
バル席 7席

居酒屋 桜華

隠れ家的な居酒屋！店名
は、桜の華のように愛さ
れるお店を目指して名付
けました。
バルメニュー
①鮮魚のお造り　
②かにオムレツ
のいずれか 1 品 + 生ビー
ル 

魚津市駅前新町 10-18
☎.0765-23-1136

バルタイム
17:30-23:00

17
バル席 10席

旬彩 あや家

落ち着いた雰囲気の隠れ
家的なお店。家庭料理を
中心としたメニューをお
楽しみいただけます。
バルメニュー
なんこつ唐揚げと焼鮭＋
指定のドリンク

魚津市釈迦堂 1-3-3
☎.0765-22-8522

バルタイム
17:00-23:3 0

19
バル席 8席

あいあんほーす

昨年末富山より移転オー
プン！店内は広くてゆっ
たりくつろげる空間。和
洋多彩なメニューがあり
ます。駐車場完備
バルメニュー
有頭エビフライに自家製
タルタルソース ＋ 生ビー
ル

魚津市新金屋 1-5-34
☎.0765-55-4105

バルタイム
17:00-23:00

18
バル席 40席

たこ焼 焼きそば 泉州

関西出身のオーナーが作
る本格たこ焼きは絶品！
今回のバルより初登場の
焼きそばパンは必食！
バルメニュー
水ダコたこ焼き１舟と焼
きそばパン 1 個 ＋ 魚津
のうまい水（500ml ペッ
トボトル）

魚津市釈迦堂 1-1-3
☎.090-3767-1499

バルタイム
12:00-21:00

20
バル席 5席

 金券あと
バル

喫茶スナック モルト

コーヒーと熟成カレーの
お店 「スナック&コーヒー  
モルト」。カクテルにもこ
だわりがあります！
バルメニュー
バル特製ハーフカレー
（炒め茄子トッピング） ＋ 
ソフトドリンク魚津市釈迦堂 1-1-3

☎.0765-24-6709

バルタイム
11:00-23:00

21
バル席 23席 日・月バル

休

十々亭

質と味にこだわった本格
焼き肉をリーズナブルに
ご提供！韓国小料理、麺
類をはじめお酒などのメ
ニューも充実！
バルメニュー
①焼き肉＆キムチ
②チヂミ＆韓国のり
①②のいずれか1セット ＋
お好きなドリンク

魚津市釈迦堂 1-1-5
☎.0765-22-4002

バルタイム
18:00-22:00

22
バル席 20席

animo （アニモ）

気軽にお酒が楽しめ、カ
ジュアルでアットホーム
なショット・バー！
バルメニュー
バルセット（チーズ、サラ
ミ、ピクルス） ＋ 選べる
ドリンク 1 杯

魚津市釈迦堂 1-16-14
☎.070-5062-8045

バルタイム
19:00-24:00

23
バル席 30席 日バル

休

浜多屋 魚津駅前店

富山県内に唯一人の「酒
匠」資格を持つ店長が料
理に合わせた日本酒をセ
レクトしてくれます。大
人気バイ飯をご堪能下さ
い！
バルメニュー
魚津バイ飯と粕汁セット
＋選べる日本酒２種

魚津市釈迦堂 1-5-8
☎.0765-23-5775

バルタイム
17:30-22:30日曜のみ 12:00-22:30

24
バル席10席 月バル

休

和食処 えん

新鮮な魚料理、季節の旬の
料理はもちろんＢ級グル
メの一品も楽しめます。海
老だしラーメンが初登場！
バルメニュー
①握り三種とお任せメ
ニュー 2種
②地元の海老を使った魚
介ダシラーメン（21時～）

魚津市釈迦堂 1-13-3
☎.0765-23-0766

バルタイム
18:00-22:30

25
バル席 15席 月バル

休

日本料理 海風亭

地元でとれたキトキトの
魚を使い、体にやさしい
料理を提供しています。
季節の海鮮丼やバイ飯も
人気！
バルメニュー
猪肉ベーコンとモッツァ
レラチーズの出汁巻卵焼 
＋ グラスビールか日本酒
（1 合）

魚津市釈迦堂 1-13-5
☎.0765-22-7303

バルタイム
11:30-14:00/17:00-21:00

26
バル席 10席 日バル

休

炉辺 かねや

地元の新鮮な魚介や季節
の野菜など選りすぐりの
食材を、板前さんがひと
手間加えて提供していま
す。
バルメニュー
３種盛（ホタルイカ明太
子和え + げんげの唐揚げ
+だし巻卵） + 生ビール

魚津市釈迦堂 1-13-7
☎.0765-24-6740

バルタイム
17:30-23:00

28
バル席 20席 金バル

休

笑月

東北の銘柄鶏あべどりを
備長炭でじっくり焼いた
串焼きが自慢。バル中は
特選ワインに合う特製串
焼きを用意します。
バルメニュー
特選焼き鳥３本 + グラス
ワイン魚津市釈迦堂 1-2-25

☎.0765-24-7080 

バルタイム
17:30-23:00

27
バル席　カウンター5席

酒場 みやっち食堂

モダンでスタイリッシュ
な店内。タパス、お肉料
理、季節に合わせたパス
タなどの洋食料理を楽し
める居酒屋です。
バルメニュー
たらこと刻み野菜のピン
チョ ＋ 指定のドリンクか
らお好みの 1 杯

魚津市釈迦堂 1-13-9
☎.0765-22-8100

バルタイム
17:30-21:00

29
バル席 10席

JIROKICHI （ジロキチ）

週末はいつも込み合う人
気店。ジロー店長は料理
にこだわりそしてお客様
へのおもてなしにも尽く
してくれます！
バルメニュー
１０種類以上のピンチョ
ス食べ放題！ ＋ 選べるド
リンク

魚津市釈迦堂 1-13-21
オーレックスビル 2F
☎.0765-22-4358

バルタイム
18:00-24:00

30
バル席 48席

PeYoTe（ペヨーテ）

アメリカ風メキシコ料理
「TEX－MEX（テックス・
メックス」をご堪能いた
だけるお店です。陽気な
スタッフがあなたをお出
迎え！
バルメニュー
名物ナチョス + 選べるド
リンク

魚津市北鬼江 2-17-10
オーレックスビル 2F
☎.0765-24-4050

バルタイム
20:00-24:00

31
バル席 40席

串揚げ ぜんろく 魚津店

串揚げ料理が人気の居酒
屋。リーズナブルなお値
段で多彩なお料理を楽し
むことが出来ます。
バルメニュー
自慢の串揚げ２点盛りと
小鉢 ＋ ジーマ

魚津市釈迦堂 1-15-15
M2000 ビル 1F
☎.0765-24-7366　

バルタイム
16:00-19:00

32
バル席 11席 金・月バル

休

ASK （アスク）

こちらのバーが居心地い
いのは、店員さんが楽し
いから！ゆったりとした
店内で、時間を忘れてし
まうお店です。
バルメニュー
特製キッシュ ＋ 選べるド
リンク魚津市三田 116-6

☎.0765-24-9893

バルタイム
20:00-24:00

33
バル席 20席

ハイカラ酒場 加木屋

店内には昭和レトロを感
じさせる雑貨や装飾が
いっぱい。心が和む懐か
しい空間は、かえってハ
イカラに映るはず。
バルメニュー
朝獲れイカのもっちもち
湯引き＋選べるドリンク
1 杯

魚津市釈迦堂 1-15-20
☎.0765-22-4004

バルタイム
17:30-22:00

34
バル席 8席

魚津ダイニング 三三五五

シックでお洒落な雰囲
気のお店。「全国包丁人
大会」金賞の板長が作る
富山の食材にこだわっ
た料理やお酒のメニュー
も豊富。
バルメニュー
魚津の食材を用いた逸品
+選べるドリンク

魚津市釈迦堂 1-14-17
☎.0765-24-5262

バルタイム
17:30-24:00

35
バル席 50席

花いちもんめ

普段から女性のお客様が
多い居酒屋です。一品一
品心をこめた手作り料理
が自慢のお店です。
バルメニュー
①チーズのムースレモン
風味　②ポテトのサラダ
ニース風　③野菜のチャ
ウダーパイケース入り

魚津市釈迦堂 1-13-20
☎.0765-23-0363

バルタイム
日曜16:00-21:00/月曜17:00-23:00

37
バル席 30席 金・土バル

休

古民家風居酒屋 NAGOMI（ナゴミ）

古民家をイメージした昔
懐かしい雰囲気のお店。
自家栽培の椎茸料理が美
味しい。
バルメニュー
ポテトサラダ＆ハムフラ
イ +選べるドリンク

魚津市釈迦堂 1-14-17
☎.0765-24-4000

バルタイム
17:00-23:00

36
バル席 28席

Franco Belgo（フランコ ベルゴ）

手作りにこだわった創作
イタリアンのお店！今年
で 10 周年です。バルフー
ドメニューは日替わりで
内容が変わります！
バルメニュー
アンティパストミスト ＋  
ドリンク（スパークリン
グワイン、ワイン、グラス
ビールの中から）

魚津市釈迦堂 1-7-14
☎.0765-23-4880

バルタイム
18:00-21:30

38
バル席 21席

越中 上原屋

新鮮な地魚を使った海鮮
料理が自慢。シックな店
内で四季折々のお料理を
お楽しみください。
バルメニュー
上原屋名物！鮮魚の炙り
カルパッチョ ＋ 指定のド
リンクからお好みの 1 杯魚津市釈迦堂 1-11-25

☎.0765-24-5058

バルタイム
18:00-23:00

39
バル席 30席

ナイトインパブ・キャッツアイ

100 名 様 ま で の パ ー
ティーや 100 型ワイドス
クリーンでのライブ・ス
ポーツ観戦・持ち込みＤ
ＶＤの映写会も OK ！
バルメニュー
厳選こだわりのイベリコ
豚生ハム +赤ワイン魚津市北鬼江 1-2-18

☎.0765-24-1738

バルタイム
19:00-24:00

40
バル席 80席

スナック ラフ

昭和の香り漂う雰囲気で
落ち着いた店内。ノスタ
ルジックでどことなく懐
かしく静かな時間を過ご
せます。
バルメニュー
バル特製お楽しみおつま
み +ドリンク魚津市上村木 1-8-5

☎.0765-24-4185

バルタイム
19:00-24:00

41
バル席 10席

満更

昼は旬の魚を盛り込んだ
ランチメニュー。夜は魚津
の旬の魚や手作りの一品
料理を楽しめます。
バルメニュー
①小バイ煮  
②甘エビ田楽
①②のいずれか1品＋生
ビール又は焼酎

魚津市上村木 1-8-1
☎.0765-24-2626

バルタイム
11:00-23:00

42
バル席 25席 月バル

休

BOQUERIA（ボケリア）

キュービックで透明感
のある店内が特徴の、環
地中海料理のレストラ
ンです。
バルメニュー
生ハム ＋ スパークリング
ワイン魚津市駅前新町 1101-8

KMビル 2F
☎.0765-32-5170

バルタイム
18:00-24:00 日曜のみ12:00-14:30

43
バル席 40席 月バル

休

土間土間 魚津店 

昔、集いの中心にあった
「土間」の様にお客様に
寛いでいただける空間の
お店。
バルメニュー
トマトとモッツァレラの
カプレーゼ＆海老とク
リームチーズの生春巻き 
＋指定のドリンクの中か
らお好みの 1 杯

魚津市駅前新町 5-30
☎.0765-24-8929

バルタイム
17:00-22:00

44
バル席  テーブル1席

居酒屋・割烹 はま

地元でとれたキトキトの
魚、四季折々の旬の食材
に旨い地酒を堪能したい
方は是非！
バルメニュー
要確認３/１３木曜日に確
認

魚津市新金屋 1-11-9
☎.0765-24-0714

バルタイム
17:00-23:00

46
バル席 16席 月バル

休

日本料理 かづみ野

一品料理からお手頃定食
膳、会席料理まで、魚津
ならではの海・野・山の
幸を美味しく提供いたし
ます。
バルメニュー
魚津産バイ貝のかき揚げ 
＋ プレミアム焼酎魚津市駅前新町 4-2

☎.0765-24-8801

バルタイム
11:30-14:00/17:00-21:00

45
バル席 20席

拉麺熱（ラーメンホット）

ラーメン屋らしからぬモ
ダンでオシャレな店内！
夜は NoodleBar として
お酒も多数扱っておりま
す。
バルメニュー
ハーフラーメン ( 豚醤油
熱又は鶏塩熱のどちらか)
１杯＋ハーフドリンク１
杯

魚津市上村木 1-2-11
☎.0765-32-4541

バルタイム
19:00-24:00

47
バル席 21席 日・月バル

休

旬菜酒房　まめな家

とことん地物にこだわっ
た魚津の隠れ家的居酒
屋。和 洋 創 作 料 理 も
色々！
バルメニュー
マスター厳選の獲れたて
お造り（３種類の中から一
品） ＋ バル指定のドリンク魚津市上村木 1-606-1

☎.0765-23-0246

バルタイム
17:00-24:00

48
バル席 30席

コンディトライ KINT（キント）

黒部のムッティ・ファ
ティ 2 号店として 2010
年に魚津にオープン！皆
さまに愛されるお店づく
りを心掛けています。
バルメニュー
バル限定！特製ケーキ ＋ 
ソフトドリンク魚津市上村木 1-23-1

☎.0765-24-8848

バルタイム
12:00-18:00

49
バル席 6席 金・月バル

休

バー・ディープブルー

深海をイメージした落ち
着いた空間「ディープブ
ルー」でお洒落なバル体
験をしてみませんか？
バルメニュー
オードプルバリエーショ
ン＋選べるドリンク

魚津市吉島 1-1-20
ホテルグランミラージュ 1F
☎.0765-24-4411

バルタイム
19:00-23:00

50
バル席 10席

ちかちゃん

魚津でおでんと云えば
やっぱり「ちかちゃん」！
自慢のおでんで皆さんの
お越しをお待ちしており
ます！
バルメニュー
ちかちゃんの特製おでん
+ドリンク魚津市双葉町 3-18

☎.0765-22-2962

バルタイム
17:00-23:00

51
バル席 7席

居酒屋 一歩

お母さんが、美味しい家
庭料理を作って皆様のお
越しをお待ちしておりま
す！
バルメニュー
枝豆、冷や奴、鶏皮串２本 
＋ 選べるドリンク

魚津市双葉町 3-19
☎.0765-24-5306

バルタイム
17:00-20:00

52
バル席 6席

円陣

旬の食材を季節に合わせ
てご提供。素材の上手さ
を味わうならココ！また
珍しい日本酒も取り揃え
ております！
バルメニュー
地物小バイの煮付け ＋ グ
ラスビールか地酒北洋魚津市双葉町 1-14

☎.0765-22-3680

バルタイム
17:30-21:00

53
バル席 6席 金・土バル

休

石坂とんかつ店

自慢のとんかつは、外は
サクサク、中は柔らか
ジューシー！お母さんと
の会話が楽しすぎ！
バルメニュー
①かつ丼＋ 生ビール 
②串カツ＆ヒレかつセット
＋ 生ビール魚津市中央通り 1-7-1

☎.0765-22-2531

バルタイム
11:00-21:00

55
バル席 30席

とんかつや

魚津の皆さんに愛されて
50 年！特製ソースで味わ
う絶品とんかつをお楽し
みください！
バルメニュー
（昼）かつ丼 ＋ ソフトドリンク
（夜）①ヒレかつ 2つ 
　    ②から揚げ 5個
①②のいずれか 1 品 ＋ 生
ビール

魚津市新宿 4-15
☎.0765-24-8000

バルタイム
11:00-21:00

54
バル席 120席

ドリーム

お馴染みさんと和気あい
あいと楽しめるお店で
す。カラオケも楽しめ、く
つろげる雰囲気です。
バルメニュー
バルお楽しみおつまみ ＋ 
焼酎魚津市中央通り 1-8-6

☎.0765-22-1475

バルタイム
18:00-20:00

56
バル席 15席 日バル

休

魚津ご城下の台所 藤吉

体にやさしい美味しい
お惣菜、こだわりのラン
チやディナー！食べ物
でみんなの笑顔を創る
お店です。
バルメニュー
①鶏もも肉のユーリン
チー  ②本日のデザート
のいずれか 1 品＋選べる
ドリンク

魚津市中央通り 2-8-8
☎.0765-32-4249

バルタイム
11:00-21:00

57
バル席 40席

バルメニュー or 金券あと
バル

大黒屋寿司店

ご主人が旬のネタで心
を込めて握るお寿司は
どれも絶品。駐車場もあ
ります。
バルメニュー
①旬の握り寿司３貫 ＋ 生
ビール 
②旬の握り寿司５貫 ＋ あ
がり
①②のいずれか 1セット

魚津市中央通り 2-9-16
☎.0765-24-2888

バルタイム
16:00-21:00

58
バル席 10席

串かつ はまや

おでん、串カツ、ホルモ
ン料理など温かい郷土
料理を味わうことがで
きます。
バルメニュー
旬の獲れたて山菜 ＋ 選べ
るドリンク魚津市鴨川 2-1

☎.0765-22-5439

バルタイム
18:00-22:00

59
バル席 8席

寿司栄

開業は昭和 42 年の老舗！
日頃から 30 種類以上のネ
タを揃え皆さまをお待ち
しています。ランチも営業
してます！
バルメニュー
寿司 3貫 ＋ 生ビール　
※生ビール無しの場合は
お寿司か味噌汁追加

魚津市文化町 6-4
☎.0765-22-5839

バルタイム
11:30-13:30/16:30-22:00

60
バル席 27席

居酒屋 え～ちゃん

女性のお客様が多い食べ
て飲んで歌えるお店です。
当店で元気になって帰っ
て下さいな！
バルメニュー
バル限定お寿司 2 貫＋ば
くだん ＋ 選べるドリンク魚津市文化町 7-24

☎.0765-22-0593

バルタイム
17:00-23:00

61
バル席 14席

太鼓判

「串焼き」や「とんかつ」、｢
ラーメン｣をはじめ、絶品
料理満載！マスターの対
応も太鼓判です！
バルメニュー
①名物シロ串を含む串焼
きセット　②シロ串 + す
じ煮　③シロ串 + もつ煮 
＋ 選べるドリンク
①～③のいずれか1セット

魚津市文化町 9-4
☎.0765-24-7891

バルタイム
17:00-23:00

62
バル席 12席

バルタイム
11:00-14:30/17:00-21:30 バル席 44席

①②のいずれか 1セット ＋ ワンドリンク

①②のいずれか 1セット ＋ 選べるドリンク

①～③のいずれか 1品 ＋ お好きなドリンク

バルチケットで
 温泉まで入れちゃうの！？
  金太郎温泉カルナの館、仁右衛門家
では、バル当日に使いきれなかったチ
ケットを、あとバル期間（5/20（火）～ 25
日（日））の間、入浴券としてご
利用出来ます。制限時間は
３時間までとさせて頂きます。

あと
バルノンアルコールのみ あとバル参加店

バルタイム バル席数 バル
休 休み


