平成31年度茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金事業

第２回

街バル

みつかいどー
加は
今年の参

15店！

10月 11 日（金）
・
１２日（土）
12：00 〜各閉店時間まで
※開始・終了時刻は各参加店舗の営業時間に準じます。

に
昼バルで オシャレみ

昼飲

街バルとは地域・街・グルメをコンセプトに、食べ歩き、飲み歩きして

様々な飲食店を楽しむイベントです。バルパスポートを手に参加店舗をめぐり、
特別に用意されたバルメニュー（１ドリンク+１フード）をお楽しみください。
この機会にぜひ、水海道の素敵なお店を知ってください !

2,400円 当日券2,600円

※10月8日（火）まで購入できます。

バルパスポート 前売り券
3枚つづり

S

みつかいどー街バルの楽しみ方！
！
TEP

1 バルパスポートを手に入れる

S

街バルに参加するには、
「バルパスポート」
（チケット3枚
１綴り）が必要です。街バル当日に参加店舗で購入できる
ほか、お得な前売りチケットが販売されます。
TEP

2 水海道を食べ歩き、飲み歩き
お店についたらチケットを渡してバルメニューを注文！
この日のために用意された特別メニューをお楽しみくだ
さい！

街バル参加店舗
美酒旬菜 千春

水海道諏訪町3251-7

海鮮居酒屋 寺田屋

水海道栄町3435

居酒屋 丸栄

水海道宝町3385

美穂寿し

水海道栄町2641

浪漫亭別館 遊び Bar

水海道宝町2765 -1

青春餃子

豊岡町乙1477-1

コミュニティカフェ ひろば

水海道宝町2755 -2

江戸屋 鳥八

新井木町15-5

ロコレディ水海道Ｒ２カフェ店 水海道宝町2736-2

鉄板ダイニング 和來

水海道山田町1122

マルタキ 水海道駅前店

水海道宝町2725 -1

いさみ寿し

水海道宝町3378

居酒屋 酔処 竹

水海道宝町2725

中華処 大勝

水海道橋本町3217-4

韓味宴 葉奈膳

水海道橋本町3338-1
10月8日（火）まで

前売りチケット販売所

上記街バル参加店舗でも販売します。

常総市商工会 水海道事務所

水海道橋本町3552

ロコレディ水海道本店

水海道宝町2736 -2

常総市商工会 石下事務所

新石下3678

水海道第一ホテル

水海道宝町2718

■ お問い合わせ先 みつかいどー街バル実行委員会事務局

TEL. 0297-22-2121
常総市商工会内

主催：スマイル for 常総 みつかいどー街バル実行委員会

街バル参加店舗など、最新情報は
常総いいあんばい瓦版Webで！

協力：常総市商工会、常総市役所 商工観光課、
（株）フォーエバーシステム

常総市商工会
水海道事務所
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❶美酒旬菜 千春

❷居酒屋 丸栄

❸浪漫亭別館 『遊びBar』

17:30〜21:30
☎0297-21-3600
水海道諏訪町3251-7

17:00〜23:00
☎0297-23-3387
水海道宝町3385

［金］12:00〜15:00/18:00〜ラスト
［土］18:00〜ラスト
☎0297-22-0277
水海道宝町2765-1 1F

❹コミュニティカフェ ひろば

❺ロコレディ水海道R2カフェ店

❻マルタキ 水海道駅前店

11:00〜15:00/17:00〜21:00
☎0297-21-2232
水海道宝町2755 -2

10:30〜21:00
☎0297-38-6200
水海道宝町2736-2 2F

17:00〜23:00
☎0297-21-6963
水海道宝町2725-1 2F

❼居酒屋 酔処 竹

❽韓味宴 葉奈膳

❾海鮮居酒屋 寺田屋

17:00〜22:30
☎0297-23 -2199
水海道宝町2725 1F

17:30〜24:00（L.O/23:00）
☎0297-38-4019
水海道橋本町3338-1

18:00〜23:00
☎0297-22- 0143
水海道栄町3435

❿美穂寿し

⓫青春餃子

⓬江戸屋 鳥八

17:00〜21:00
☎0297-22-1240
水海道栄町2641

11:30〜14:00
17:30〜23:00（バル特別営餃時間）
☎0297-21-2415 豊岡町乙1477-1

17:00〜24:00（L.O/23:00）
☎0297-21-9220
新井木15-5

⓭鉄板ダイニング 和來

⓮いさみ寿し

⓯中華処 大勝

17:00〜23:00
☎0297-38-8200
水海道山田町1122

17:00〜20:30
☎0297-22-0305
水海道宝町3378

11:30〜1４:00/17:30〜22:00（L.O/21:30）
☎0297-22-2126
水海道橋本町3217-4

こだわりの新鮮魚介をご提供。
バルメニューは当日を
お楽しみに！！

キムチきゅうりとオムたまごやき
or なすあげびたしを各種アルコール、
ノンアルコールドリンクとどうぞ！

玉ねぎ入り豚もつ焼き・豚レバーフライ・
豚レア焼きをご用意。生ビール・
サワー各種・日本酒・ソフトドリンクと。

寿し店ならではの
魚介料理をご用意して
お待ちしています。

バルにご用意した3点盛りを
生ビール、ハイボール、
サワー各種でご賞味ください。

人気の定番メニューに
バル用新メニューを引っさげて、
愛情込めてご提供します。

ねぎ塩からあげはランチとディナー
炙り牛刺しはディナーにどうぞ。

サラダ・ブルーベリータルト・チキンロール・
ケークサレをご用意。海外銘柄の
ビンビール、ソフトドリンク各種とどうぞ。

葉奈膳特製チキン、定番料理の
トッポギ（甘辛いおもちの炒め物）
は
本場韓国の味！

1. 穂先メンマと炙りチャーシューの香味ネギソースがけ&
焼き餃子3個+お好きなドリンク
2.水海道裏ラーメンフェスタ、豊岡ブラックラーメン+
黒ウーロン茶

お刺身・握り寿し・豚もつ煮いずれかと
小鉢。焼酎・グラスビール・ハイボール・
レモンサワー、ソフトドリンクをご用意。

バルメニューは牛ランプレアステーキか
マグロとアボカドのディップ。
ドリンク2杯のご注文もOKです！

昨年は手羽カツカレーが大好評！
手羽の中にぎっしりつまった
特製カレーがやみつきです！

串モモ（タレ）1本と1.鳥皮と小ねぎの塩だれ
2.せせりポン酢 3.砂肝しょうゆ漬け
いずれかを各種アルコール、ソフトドリンクとどうぞ！

昼は各3種から自由に選べるラーメン+ご飯物。
夜はからあげ、きゅうりニンニク和え、
マーボー春雨をアルコール、ソフトドリンクと。

記載された時間は、バルの営業時間です。通常の営業時間とは異なる場合がありますのでご注意ください。

