第 6回

鳥羽の海女バル＆ハロウィンナイト加盟店一覧
チケ
ット

バル 生ビール＋さざえのつぼ焼き
岩崎通りにある天びん屋本店の姉妹店、
夕方までの
営業のため、海の幸の定食中心のメニューです。

1 大阪屋
テイクアウト 天巻

三河一色産国産ウナギ、名物海老フライ、旬の素材を
生かした料理をご堪能下さい。
鳥羽 1 丁目 4-64 ☎25-2336
【通常営業】11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 20:00
木休
バル

★25日 11:00-14:00

17:00-20:00

バル 海老フライとタルタル＋

★25 日 11:00-15:00、16:30-21:00
あと
バル バル ★26 日 10:30-21:00

ミネルヴァ
10 手作りジェラート
ジェラート
（シングル）

19 大衆居酒屋 みしお

バル・テイクアウト

駅前サザエストリートにあります。新鮮焼貝など
鳥羽ならではのメニュー。

バル

鳥羽 1 丁目 8-7 ☎25-5188【通常営業】10:00 ～ 17:30 不定休

★25日 9:00-17:30 ★26日 9:00-18:00

チケ
ット

バル 自家製いわし甘露煮＋グラスビール or
ノンアルコールビール or ソフトドリンク

3 いろは
大アサリとヒオウギ貝 サザエもおいしい時期です。

鳥羽 1 丁目 8-7 ☎25-4809
【通常営業】10：00 ～18：30

無休

あと
バル バル ★25日 10:00-18:00

31 コッペ屋ベーカリー

＋トロさわらの炙り

伊勢志摩で揚がる伊勢海老やアワビなどの魚介類を
網で焼く｢てっぱり料理｣が看板の食事処です。
鳥羽 1 丁目 10-45 ☎25-2006
【通常営業】11:00-15:00 不定休

港町鳥羽ならではの新鮮な海の幸＆約 180 種の豊富な
メニューをリーズナブルな価格で提供します。
鳥羽 1 丁目 4-61 ☎25-2223【通常営業】11:30-14:00、17:00-22:30 月休
あと バル ★25日 11:30-14:00（LO）17:00-22:30（LO）
★26日 17:00-22:30（LO）
バル

★25日・26日 11:00-15:00

バル ワンドリンク＋若どり（伊勢とり）＋キムチ

バル ゼッポリーネ（あおさ海苔の揚げピザ）＋グラスワイン（赤 or 白）
チケ
ット

バル 伊勢うどんと鶏のカラ揚げ＋ジュース
当日は、ゆったりした雰囲気で、極太伊勢うどんと
鶏のカラ揚げを用意させて頂いています。

鳥羽５丁目 29-12 ☎25-2264【通常営業】11：00 ～17:00 水休
バル

★25日 11:00-17:00

自家製ピザ・パスタがおすすめ。
ドリンクもビール・
ワイン・カクテル・ウイスキーと多種あります。
鳥羽 1 丁目 6-17 ☎26-3143
火休
【通常営業】11:00 ～ 15:00(14:30 LO）/17:00 ～ 22:00(LO)
あと
（L.O）
バル バル ★25日・26日 17:00-22:00

鳥羽 1 丁目 5-10 ☎25-2011
【通常営業】11:30-14:00（LO）/17:00-21:30（LO） 火休
あと バル ★25日 11:30-14:00 17:00-21:00（LO）
★26日 17:00-21:00（LO）
バル

14 お食事処 丸 栄

23 ジュビリー ティー＆ベイクス
チケ
ット

バル カキフライ＋ドリンク

◇◇バル 26日㈯のみのお店◇◇
6 伊勢海老海鮮蒸し料理 華月
複

鳥羽 1 丁目 6-19 ☎25-3155
【通常営業】11:00-16:00、17:30-20:00 不定休

あと
バル バル ★25日・26日 11:00-15:30 17:00-19:30

チケ
ット

伊勢海老を蒸してかぶりつける専門店
大明東町 16-3 ☎26-5252 不定休
【通常営業】11:00 ～ 15:00（LO14:00）16:30 ～ 20:30（LO19:30）

テイクアウト 100 セット限定
プチ４種バリューセット

★26 日 16:30-19:30
（LO）

16 MUSEA（ミュゼア）

7 たいやき わらしべ鳥羽店

チケ
ット

テイクアウト つぶあんたいやき２枚と
200 円までのたいやき２枚のセット

24
25 海鮮 BUN
26
24

バル・ テイクアウト
お好きなドリンク１杯＋バル限定メニュー

味！うまい。
と言われたい。

34 カフェテラス オレンジ

44 お好み焼き なんじゃもんじゃ

気軽にお酒と食事が楽しめるお店です。
鳥羽３丁目 32-17 ☎25-2218
【通常営業】平日 11:00-24:00（LO 23:30)
日曜 11:00-22:00 水休
バル ★25日・26日 18:00-23:30

鉄板メニューだけではなく、地元漁師から直接仕入れた
獲りたての海の幸をリーズナブルな価格で御提供致します。
安楽島町 1200 ☎25－8144【通常営業】17:00-23:00 火休
バル ★25日・26日 17:00-23:00

複
金

17 七越茶屋

26 すし梅

36 レストラン すみれ

チケ
ット

＋生ビール（小）orウーロン茶

魚介類中心の豊富なメニュー。家族連れでも気軽に
入れるアットホームな雰囲気のお店です。

市内中心街、鳥羽城址を背面に観光名所が近くの散策ゾー
ンに立地。鳥羽ならではの季節海産うどんと郷土料理

鳥羽 1 丁目 22-21 ☎25-2885【通常営業】17:00-23:00 水休

鳥羽 3 丁目 4-32 ☎26-3690【通常営業】11:00 ～ 18:00 水休

バルチケット
枚でご入浴

加盟旅館で入浴券としてバルチケット

をご利用いただくことが出来ます。

1

46

鳥羽ビューホテル花真珠
安楽島町 1075-98

ご入浴

48

☎25-2111

チケ
ット

吉田屋 錦海楼
鳥羽１丁目 13-1

★25 日 15:00-22:00
★26 日 15:00-22:00

複
金

50

☎25-3191

★25 日 15:00-22:00
★26 日 15:00-22:00

複
金

チケ
ット

小浜荘
★25 日 15:00-22:00
★26 日 15:00-22:00

＋ザコフライサンド B 神都ビール＋ザコフライ
テイクアウト オリジナル相差ブレンド＋ザコフライサンド

石神さん参道で相差漁港で水揚げされた新鮮な雑魚の
フライやこの地域ならではの飲み物を提供するお店です。

相差町神明神社参道 1406

52

☎33-6770

【通常営業】9:00-17:00（L.O 16:00）
あと
バル バル ★25日・26 日 9:00-17:00

水休

2019

10 月 25（金）・26 日（土）

バル ソフトドリンク＋トリモモ唐揚げ

扇芳閣

２日間限りのバルで飲み歩き＆食べ歩き。
あと 残ったバル券を12 月末日まで1枚 600円の金券として使用できます。
バル ★但し、バル当日の提供内容とは異なります。また、一部使用可能日が異なる
店舗があります。

鳥羽2丁目 12-24 ☎25-3151

★25日15:00-24:00（露天風呂は 23:00 まで）
★26日15:00-24:00（露天風呂は 23:00 まで）

小浜町 288 ☎25-3551

ご入浴

チケ
ット

お子様からご年配のお客様までご満足して頂ける
お店作りにスタッフ一同頑張っています。
大明西町 1-1 ☎26-2115
【通常営業】9:00-20:00 不定休
あと
バル バル ★25日・26日 9:00-20:00

創業明治初年、新鮮な魚介を使い、すし販売を続け、古く
鳥羽の人々から愛され、今日に至りました。
鳥羽 1 丁目 3-10 ☎26-2045 【通常営業】 10:00-20:00 火休
バル ★25日・26日 16:00-19:30

あと
バル バル ★25日・26日 11:00-19:00

バル ★25日・26日 17:00-22:30

チケ
ット

バル すし３貫＋グラスビール orソフトドリンク
テイクアウト いわしすし、バッテラすし

バル 季節のカキフライor 鮮魚フライ

０３２
45 オウサツキッチン０
バル A オリジナル相差ブレンドコーヒー（Hot or Ice）

バル 花ゆずセット＋ソフトドリンク（※ビールは不可）

8 御料理

バル ドリンク＋前菜３種盛

バル 生ビール or 酎ハイ各種
＋串揚げ 2本（エビ、タマネギ）

バル 生ビール＋バル限定おつまみ

あと
バル バル ★25日・26日 18:00-23:30(LO)

チケ
ット

御飯、豚汁、サラダ、漬物おかわり自由が人気のランチのお店です。
安楽島町 320-6 ☎26-3500【通常営業】11:00-20:30 木休

あと
バル バル ★25日・26 日 15:00-20:00

あと バル
★25日 11:00-21:00 ★26日 11:00-17:00
バル

一 栄

金

鳥羽 3 丁目 33-1 ☎25-2219
【通常営業】10:30-19:30 火曜（祝祭日は翌日）不定休

あと 鳥羽 1 丁目 8-13 ☎26-6868【通常営業】10:00-18:00 不定休
バル バル ★25日・26日 10:00-18:00

鳥羽 3 丁目 5-24 ☎37-7211【通常営業】11：00-17：00 火休

安楽島町 350-1 ☎25-4320 木休
【通常営業】17:00-22:00（LO 21:30）

あと バル
★25日・26日 10:30-19:30
バル

チケ
ット

漁師からの直接仕入で鮮度が高い海鮮料理を提供してい
ます。季節限定メニューや一品料理が楽しめる居酒屋です。
鳥羽１丁目 5-6 ☎25-3377 水・第３火休
【通常営業】18:00-23:30（LO）

旬の食材を生かし化学調味料を使わない本格和食店！
今回出店の鶏天も低温調理でオリジナルの味と食感です。

バル 焼酎 orソフトドリンク飲み放題
＋フレンチフライポテト＋鳥唐揚げ
複 テイクアウト クロワッサンサンドBOX

35 お食事 花ゆず

バル さわらの西京焼き＋ビール

自家焙煎の美味しいコーヒーとこだわりのフード
メニュー、
アルコールメニューも用意しております。

複
金

バル ミニシラス丼＋サラダ＋ウーロン茶

ショッピングセンターハロー内で磯魚を御提供させて
頂いている唯一のお店です。
大明西町 1-1 ☎25-5677
あと 【通常営業】9:00-20:00 不定休
バル バル ★25日・26日 9:00-20:00

鳥羽駅１階にあるたいやきわらしべ。
アクセスがしや
すく、店舗限定メニューも人気です。

バル 塩こうじ鶏天＋ビール orソフトドリンク

43 洋食堂 あUN

複
金

あと バル
★25日・26日 17:00-22:30
バル

あと
バル バル ★25日・26日 10:00-21:00

42 季節料理 馳走

(提供場所：
てんすうくん会館)

33 ちどり家

チケ
ット

こだわりの肉料理と美味しいお酒。ゆっくりとすごせるカフェ。
おしゃれで落ち着いた空間のお店です。
鳥羽１丁目 5-7 ☎20-0290
【通常営業】11:00 ～ 23:00（LO22:30）木休

★26日11:00-21:00（LO）

バル

あと
バル バル ★25日・26 日 17:00-22:00

複
金

英国王室御用達テイラーズの紅茶とスコーンなど英国の
焼き菓子が楽しめるカフェです。
鳥羽１丁目 4-65 ☎37-7337
【通常営業】11:30〜18:30 水休（不定休あり）
バル ★25日 11:30-19:30 26日 11:30-17:00

ソフトドリンクorカクテル

新作と人気のかりんとうが４種類入ったお得な
ハロウィン限定セット。
鳥羽 1 丁目 6-19 ☎25-9666 【通常営業】10：00-16：00 水休

複
金

リニューアルオープンしました。新しいコッペ屋ベーカ
リーをお楽しみ下さい。
鳥羽 3 丁目 16-33 ☎26-2121
【通常営業】10:00-16:00 水休

あと
バル バル ★25日・26日 16:00-21:00

チケ
ット

HANG OUT
24 肉cafe
バル・ テイクアウト 牛タン塩煮orおつまみ塩タン＋

15 伊勢志摩かりんとー

バル 海鮮ライスコロッケ + 地酒
orグラスビール（小）orソフトドリンク

バル

常に鮮度の良い材料を使用しております。

チケ
ット 海鮮料理が得意な割烹料理店。お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
安楽島町1395-3 ☎25-4741
（平日）11:30-15:00、17:00-21:00
【通常営業】
( 土・日・祝）11:00-21:00 無休
あと バル ★25日11:00-15:00 17:00-21:00（LO）

鳥羽の森と海が育む地元の海産物を燻し食欲をそそる
独自の香り、色艶、味が生まれる。
アンチョビ販売開始。
鳥羽４丁目 5-1 ☎26-4000【通常営業】9:30 ～ 17:30 不定休

バル バル限定ケーキ＋ソフトドリンク

（ソフトドリンクの方はプラス１品）

たまも
41 鳥羽割烹
バル 自家製イセエビコロッケと６種類から選べるドリンクメニュー

バルトロ鰆の燻製or蛸の燻製＋缶ビールorドリンク
テイクアウト かきみそorかきの燻製

天びん屋本店の姉妹店。鳥焼を中心としたあみ焼き店。

☎26-2520

地の魚介類を中心に一品料理、
ドリンクを豊富に揃えた
お寿司屋さん !! 噂のまつぶた（松阪豚）
もあるよ♪
大明東町 5-13 ☎26-2299 水休（祝日営業）
【通常営業】17:00-25:00（LO.24:00）
あと
バル バル ★25日・26 日 17:00-24:00

バルワンドリンク＋コッペパン２本＋シェルレーヌ

32 海童工房 魚寅

大明東町 2089-54

複
金

あと
バル バル ★25日・26日 11:00-16:00

22 あみ焼き 天びん屋

13 Ｃｕｃｃａｇｎａ

5 七越本店

チケ
ット

１人でも気軽に入れるお店です。

チケ
ット

気軽に入れる楽しいお店です♪カラオケもどうぞ。
鳥羽 2 丁目 6-65 ☎25-2543
【通常営業】19:00-24:00 無休

バル 生ビールorソフトドリンク

＋グラスビールorソフトドリンク

バル

バル バル ★25日 9:00-16:00

バル ワンドリンク＋チャーム
カラオケ（２曲）

21 天びん屋本店

バル 焼きサザエ２個or白ハマグリ２個

バル グラスビール or ソフトドリンク
＋ バル限定メニュー

おすしや 江戸金
40 バル
にぎりすし３貫＋飲み比べなどワンドリンク

30 スナック るるぶ

地酒or地ビールorソフトドリンク＋焼串干物

大将自ら漁師から買い付けた良質な魚をリーズナブルな
価格で提供しています。海鮮丼がおすすめです。
安楽島町 1434-5 ☎25-7173
【通常営業】11:00-15:00 17:00-22:00 水休
バル ★25日・26 日 11:00-14:30、
17:30-21:30

あと 【通常営業】17:00 ～ 23:00 日休
バル
17:00-22:00
11月末 バル ★25日・26 日

あと
バル バル ★25日・26日 19:00-24:00

12 てっぱり料理 長門館

テイクアウト 焼きそば＋目玉焼き or
手づくりホットドッグ２個
市役所近くの便利な場所にある喫茶、平日、
モーニ
ングやコーヒー、
ランチにご利用いただけます。
鳥羽
3
丁目９-４
☎26-2155【通常営業】8：00
～
16：00
土日休
あと

鳥羽 2 丁目 8-8 ☎25-5248
【通常営業】19:00-24:00 無休

あと
バル バル ★25日・26日 18:00-24:00

チケ
ット

4 喫茶 利 休

奄美から取り寄せたしょうちゅう｢あまんゆ｣が人気です。

あと
バル バル ★25日・26日 11:00-20:00

駅近 いわし専門店
鳥羽 1 丁目 10-38 ☎26-2001
【通常営業】11:00-16:00 水休

複
金

バル 奄美の焼酎＋付出し

バル・テイクアウト

バル イカとメカブのどんぶり＋ソフトドリンク

39 居酒屋すぐり

おつまみから地酒、地ビール、焼酎等色々取り揃えて
おります。お気軽にお立ち寄り下さい。
鳥羽 1 丁目 4-55 ☎25-3205
あと【通常営業】 9:00 ～ 20:00 無休
バル バル ★25日17:00-21:00 ★26日13:00-21:00

バル 生ビール＋しらすおろし

複
金

29 スナック たんぽぽ

20 酒屋 おおいわ

11 いわし亭

あと
バル バル ★25日 10:00-18:00

38 漁師めし みなと食堂

ハロウィン仮装をしてお待ちしております。是非お立ち
寄り下さい。
鳥羽 2 丁目 2-42 ☎25-8226
【通常営業】20:00 ～ 25:00 無休
バル ★25日・26日 20:00-25:00

令和元年に新しくオープンしました。
よろしくお願い
します。頑張ります！
鳥羽１丁目 5-8 ☎37-7702
18:00-23:00
（LO）不定休
【通常営業】
バル ★25日・26日 18:00-22:30

鳥羽 1 丁目 2383-13 鳥羽一番街 1F ☎26-2082
【通常営業】平日 9:00-17:30 土日 9:00-18:00 木曜不定休

バル 焼きハマグリ2 個＋生ビール or 焼酎

28 クラブ 花乃宴

サワーorソフトドリンク１杯

伊勢志摩鳥羽の旬の味覚にこだわった美味しくて
体に優しいご当地ジェラートをご用意しております。

水休

あと
バル バル ★25日・26 日 17:00-20:30

バル生ビール（小）or焼酎orソフトドリンク＋チャーム

バル バル限定メニュー＋ビールor

＋ドリンクor フロート

大明東町 20-4 ☎25-5758
【通常営業】11:30-15:00 17:00-20:30

あと
バル バル ★25日・26日 18:00-23:30

赤・白ワインorソフトドリンク（コーラ、ジュース、サイダー、ウーロン茶）

あと
バル バル ★25日 10:30-17:30 ★26日 10:30-18:00

2 ザ・貝 屋

鳥羽 2 丁目 4-3 ☎25-5506
日、第1、3 月休
【通常営業】18:00-23:30

当日、
コスプレのお客様はさらに特典があります。
鳥羽 3 丁目 5-28 ☎25-2220
【通常営業】11:00 ～ 15:00、16:30 ～ 19:00 火休

鳥羽 1 丁目 2383-13 鳥羽一番街３F ☎26-3233
【通常営業】10:30-17:30 木曜不定休

高級黒毛和牛を使ったハンバーグが人気のお店です。
明るい雰囲気で楽しく飲んで食べていってください。

鳥羽でもうすぐ 50 年！ 焼鳥居酒屋です !!

18 漣（さざなみ）

9 天びん屋 一番街店

バル ワンドリンク＋オードブル盛り合せ

バル 焼鳥＋チュウハイorノンアルドリンク

１チケット = バルメニュー（各店工夫をこらしたメニューです。）と引き換え。チケットで食べ歩き＆飲み歩き！
バル営業時間は加盟店によって様々です。裏面で確認してね！ あと
バル マークのついたお店では、12/31 まで 1 枚 600 円の金券として使えます。

◇◇バル 25日㈮のみのお店◇◇

37 カーナー・ピーナ

27 鳥羽 久兵衛

ご入浴

ご入浴

チケ バルチケットを販売している店舗です。
ット

複

当日バルチケットを複数枚使用できる店舗です。
★複 2 のように数字のついている店舗は、2 枚まで使用できます。

金 当日バルチケットを金券として
使用できる店舗です。

海女バル公式 WEB サイト

●巡回無料ハロウィンバス運行
47

戸田家

あと チケ
バル ット

ご入浴

鳥羽 1 丁目 24-26 ☎25-2500
★25日15:00-22:00★26日15:00-22:00

自慢の風呂は男女あわせ 13 湯＋岩盤浴 18 床。
露天風呂、5 つの無料貸切風呂など充実の湯処
が広がります。
ご入浴 or 岩盤浴 50 分。

49

51

胡蝶蘭

錦浦館

ご入浴

53

鳥羽グランドホテル
小浜町 239-9

小浜町 237-1

☎25-2170

★25 日 11:00-21:00
★26 日 11:00-21:00

鳥羽 1 丁目 10-38

ご入浴

☎25-2001

★25 日 15:00-21:00
★26 日 15:00-21:00

☎25-4141

目の前に広がる海を眺め、潮騒を聴きながら
無色透明のさらっとした美人の湯をお楽しみ
ください。

★25日14:30-20:00
★26日14:30-20:00

ご入浴

19：00～21:40 随時運行

運行ルート：本部前→江戸金前→馳走前→オレンジ前→cuccagna前
【迎】臨時バス 18：40（屋内町→池上町西→池上町東→本部前）
「海女バル」で検索
【送】臨時バス 22：10（本部前→池上町東→池上町西→屋内町）
主催：【海女バル実行委員会】・鳥羽商工会議所・鳥羽料飲組合
・鳥羽市観光協会・鳥羽旅館事業協同組合・鳥羽市
( 事務局：鳥羽商工会議所 TEL.0599-25-8780)

