巷で話題の街バルがついに喜多見に上陸！
このイベントを機に、お気に入りのお店を見つけてください♪
皆さまのもとに、たくさんの素敵な出会いがありますように…★

開催時間◎

(店舗によって異なります)

チケット前売券◎
限定
300セット！

当日券◎

＜購入方法＞
商店街のＷｅｂサイトにある受付専用フォームより
前売り受付を行っております。

☞→喜多見商店街

（http://kitaminavi.com/）

主催：喜多見商店街振興組合

🌷

🐤

🌷

🐤 チケットは１店舗につきお１人様１枚のご使用になります。
②

③

④

⑤

パンフレット
から
行きたいお店を
決めます。

「喜多見バルで
来ました!」
と伝えて
ください。

チケット一枚で
1ドリンク＆
1フードを
楽しみ
ましょう！

次のお店を
決めましょう。

①
チケットを
購入します。
記念缶バッチを
付けます。

※当日あまったチケットは【3月19日（土）】まで、参加店舗で金券としてご利用できます。
払い戻しは出来ませんのでご了承ください。

<店舗詳細>
①とり井
住所:喜多見9-13-9
電話:03-3480-3867
休業日:水曜日
営業時間:17:30-24:00
⑤スナック Sepia
住所:喜多見9-2-18城和ハイツ102
電話:03-3430-3204
休業日:日曜日
営業時間:19:00-24:00

⑥中華料理 喜楽
住所:喜多見9-3-5
電話:03-3489-5596
休業日:日曜日
営業時間:11:30-14:00
17:00-21:00

③旬鮮 重味
住所:喜多見9-8-8
電話:03-3480-1963
休業日:月曜日
営業時間:11:30-14:30
17:30-23:00
⑦beet eat
住所:喜多見9-2-18-B1-001
電話:080-3411-6555
休業日:水曜日
営業時間:11:00-16:00
金-日18:00-22:30(予約のみ)

⑨横浜家系ラーメン喜多見家
住所:喜多見8-15-32
電話:03-6411-8995
休業日:不定休
営業時間:月-土11:00-24:00
日 11:00-22:00

⑩:丸屋
住所:喜多見8-16-8
電話：03-3417-1687
休業日:木曜日
営業時間:11:00-15:00
17:00-21:00

＜チケット販売所＞
フェリーチェ
住所:喜多見9-2-33
電話:03-5797-2343
休業日:日曜・祝日
営業時間:10:00-19:00

②はん家
住所:喜多見9-8-11
電話:03-5438-5619
休業日:日曜日
営業時間:17:30-23:00

④江戸一
住所:喜多見9-3-13
電話:03-3480-0707
休業日:火曜日
営業時間:11:30-22:30
⑧リカーステーション栄屋
住所:喜多見9-1-7
電話:03-3489-0531
休業日:火曜日
営業時間:10:30-21:00

◎注意事項◎
・きて！みて！おいしい！喜多見バル参加店舗にてチケットをご利用できます。
・イベント中、各店が大変混み合います。混み合った場合は席の譲り合いにご協力ください。
・特別メニューが品切れになる場合もあります。予めご了承ください。
・当イベント中、終了後のトラブル、盗難、事故等に関しては一切の責任を負いかねます。
・当イベントにお申込みされた場合、お客様は当イベントのルールに同意したものと判断させていただきます。
広報協力：産業能率大学 経営学部3年

大島由菜

宮川莉奈

峯百合香

※開催時間は店舗によって異なります。
※イベント中、各店舗混雑が予想されます。混み合った場合、席の譲り合いに
※店舗によって特別メニューが終了した場合、変更させていただく場合がござ

？街バルってなあに？
地域活性化と飲食店の集客支援を目的に
地域・街・グルメ・イベントをコンセプト
に食べ歩きや飲み歩きをして様々な飲食店
を
楽しむ大規模なグルメイベントです。
…こちらのマークがついたお店は
禁煙となります。
予めご了承ください。

①
家族で経営する
創業３０年以上の焼き鳥屋です。
日本酒と焼酎が充実した
品ぞろえになっています。

A.焼き鳥3本
B.もつ煮込み
から1品

グラスビール
ソフトドリンク等

OPEN 17:00
CLOSE 23:00

から1ドリンク

⑤

④
毎日築地直送の鮮魚と
揚げたてアツアツの
天ぷらを是非ご賞味下さい。

様々な年齢層が足を運ぶ
フレンドリーなお店。
ママの明るい笑顔とトークに
お酒も進みます。

おつまみ1品
（生ハム.チーズ）

マグロカルパッチョと
天ぷら2点盛りセット
(銀杏/椎茸のえび詰め)

ビール/焼酎/ウイスキー

ソフトドリンク/緑茶ハイ
日本酒1合/ウーロンハイ¥

OPEN 17:00
CLOSE 22:30

から1ドリンク

⑧

から1ドリンク

OPEN 20:00
CLOSE 24:00

⑨

地下の酒屋、八海山正規価格販売店。
地酒と焼酎、ワインを販売しております。
午後５時より立ち飲みコーナーで、
リーズナブルな価格でお酒を楽しむことが
できるお店です。

活気のある明るいお店！
濃厚とんこつスープ、是非一度
喜多見家のラーメンをご賞味下さい。
皆さまのご来店をお待ちしております。

半ラーメン
（写真は並盛です）

牛のたたき＆ローストチキン

OPEN 17:00
CLOSE 22:00

＋カラオケ一曲付き！

八海山純米吟醸酒他全5種の地酒
グラスワイン/生ビール
ソフトドリンク

から1ドリンク

ビール/レモンサワー
OPEN 17:00
CLOSE 22:00

から1ドリンク

ご協力ください。（各店40分を目安にご移動ください。）
います。予めご了承ください

②

③

落ち着いた『和』の空間で
良質な地酒を揃え旬の食材を
大切に料理を心掛けています。
魚介類は毎日市場から
新鮮な食材を買い付けています。

旬の新鮮な魚・野菜を使い、
四季折々の料理をご提供させて
いただきます。
２階には３０名までご利用いただける
宴会場があり、１５名から貸し切りで
ご利用いただけます。
A.ミニひらめ薄造り
B.ミニふぐちり
C.ふぐと九条ネギの
湯葉巻き揚げ

季節のお魚と厚焼き、
おひたしの盛り合わせ

から1品

生ビール/サワー/ワイン
焼酎/ハイボール

OPEN 17:00
CLOSE 23:30

から1ドリンク

⑥

生ビール(小)/ふぐひれ酒
ソフトドリンク

OPEN 17:00
CLOSE 23:00

⑦
夜は地元の新鮮なお野菜と
店主自ら獲った野生肉を中心
としたお料理と自然派ワインやお酒。
昼は本格インドスパイスを使用した
本場インドの家庭的なカレーのお店です。

地元喜多見で営業させていただき
おかげざまで５０年が経ちました。
街の中華屋さんとして
お気軽にご利用ください。

本格インドカレー
A.キーマ B.ベジタブル

A:エビのチリソース
B:エビのワンタン巻き揚げ

から1品
(テイクアウト有）

から1品

OPEN 17:00
CLOSE 23:00

から1ドリンク

生ビール/ウーロンハイ
ソフトドリンク
から1ドリンク

OPEN 17:00
CLOSE 24:00

NESTBEER生(小)
日本酒/焼酎/ワイン
ソフトドリンク
から1ドリンク

⑩
おかげさまで創業50年！
自家製粉石臼挽きのそばと
天ぷらで皆さまのご来店を
お待ちしております。

OPEN 17:00
CLOSE 22:00

ようこそ、喜多見バルへ。
腕自慢の１０軒のお店が日頃の感謝を料理に込めて
個々の魅力を提案しています。
A.ミニ天ぷらそば（温or冷）
B.そば屋のおつまみ三点盛り 春の一日、食べて、飲んで、喜多見の街を堪能されれば、
(季節の南蛮漬け/カモロースの
素敵な出会いがたくさん訪れるでしょう。
たたき/まろやか豆腐)
今回のイベントに関し、産業能率大学の学生さんの
から1品
多大な貢献を賜り、ここに深く謝意を表明します。
生ビール(小)/日本酒
喜多見商店街振興組合
焼酎/ソフトドリンク
理事長 石井 博
から1ドリンク

