
鮭・酒・人情  むらかみ
さけ　  さけ　  なさけ

越後むらかみバル街

17：00～23：00

・１グループ最大４名で行動していただきますようご協力お願いします。
・参加者分散のため、チケットに記載された期間でご利用ください。
・入店前は手指消毒、マスク着用をお願いします。

・飲食時以外はマスクの着用、必要に応じて手洗い、手指消毒のご協力をお願いします。
・密集を避けるため入店人数、滞在時間を店舗で制限させていただく場合がございます。

各店、新型コロナウイルス感染症予防対策を行っておりますが、参加者の方にもご協力賜りますようお願いいたします。

11月

◎新型コロナウイルス感染症対策について◎

・酒蔵が教える！日本酒講座
　村上が誇る日本酒を知って、消費喚起・需要拡大に
　結び付けるために、大洋酒造様、宮尾酒造様のご協
　力のもと、講座を開いていただきます。
・豪華景品が当たる！スタンプラリー抽選会

越後むらかみバル街同時開催イベント！
・チケットにプレミアムが付きます！
　通常半券３枚のところ、半券４枚つづり！
　さらに、地酒１合瓶と交換できる地酒引換券つき！
　※「地酒引換券」はバル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と
　  引き換えできます。また、テイクアウトもしくは店内でお召し上
　  がりいただけます。

26日・27日㈮ ㈯
12月
３日・４日㈮ ㈯

12月
10日・11日㈮ ㈯

17：00～23：00 17：00～23：00
※営業時間は各店舗により異なります。 ※今回はあとバルを実施しません。期間内でチケットをご利用ください。
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新型コロナウイルス感染症対策として、全３回に分けて開催します。

バル街参加ルール

チケット半券１枚（２枚）と
「ドリンク１杯＋料理１品」を
交換できます！
いろんなお店をまわりましょう！
※ドリンクメニューは各店舗で異なります。
※１店舗につき１人１回までご利用できます。
※チケットが２枚必要なお店があります。
　よく確認の上、ご利用ください。

202112/10㈮ ・12/11㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

チケット ¥2,000

12/10
12/11
営業時間は各店舗により異なります。

11
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 22
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 44

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券
バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

バルタクシー・運転代行について
・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）
利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

あとバルについて

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

202112/10㈮ ・12/11㈯

202112/10㈮ ・12/11㈯

202112/10㈮ ・12/11㈯

・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

越後むらかみバル街C20212021

202112/３㈮ ・12/４㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

チケット ¥2,000

12/３
12/４
営業時間は各店舗により異なります。

11
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 22
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 44

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券

バルタクシー・運転代行について

あとバルについて

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

202112/３㈮ ・12/４㈯

202112/３㈮ ・12/４㈯

202112/３㈮ ・12/４㈯

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

越後むらかみバル街B20212021

バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

※バル席のご予約はできません。

❶チケットを購入
各販売所にて、チケットをご購入
ください。

❷行きたいお店を決める！
チラシやホームページを見て、行
きたいお店を選びましょう！

❸ハシゴする！

チケット販売所
・㈾田村酒店
・村上市観光協会
・村上商工会議所

越後むらかみバル街

※バルチケットを紛失された場合は、
　再発行できませんのでご注意ください。

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

チケット ¥2,000

越後むらかみバル街A
11/26
11/27
営業時間は各店舗により異なります。
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202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai �2

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai �4

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券

バルタクシー・運転代行について

あとバルについて
・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

20212021

バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

2,000円で

チケット４
枚

＋地酒引換
券付

主催：村上商工会議所　後援：村上市



アンフォラ
イタリア料理

バル営業時間  18：00～22：00（LO 21：30）

村上市三之町11ｰ９
TEL：0254 7ー5ｰ5235
通常営業時間▶11：30～15：00
　　　　　　　18：00～22：30
定休日▶不定休

8
席

イタリアお惣菜

チケット
１枚

開催日に三種程、ご用意
しますので、お好きな組
み合わせでどうぞ。更
に、チケット１枚で切りた
てＰＡＲＭＡ生ハムをお
楽しみいただけます。

店主の本間さん

1

長　太
大衆小料理

バル営業時間  17：00～

村上市大町２ｰ15
TEL：0254ｰ52 7ー288
通常営業時間▶17：00～
定休日▶日曜日

イカをサッと焼いたとこ
ろに、一品は海苔の佃煮
で仕上げた磯辺焼き。も
う一品は、卵黄で仕上げ
た、松ぼっくりをイメー
ジした黄金焼きです。

イカの磯辺焼きと黄金焼き盛り合せ

チケット
１枚

店主の片野さん

2

夭夭亭
欧風居酒屋

バル営業時間  19：00～23：00

村上市細工町１ｰ16
TEL：0254ｰ53ｰ4466
通常営業時間▶19：00～24：00
定休日▶日曜日・月曜日

チケット
１枚

多国籍風ピンチョス

3
スペインのピンチョスを
ベースにいろいろな食材
でアレンジ。見るのも食
べるのも楽しい。数種の
中から2種を選んでいた
だきます。世界の酒を
使ったカクテルもお楽し
みいただけます。

店主の高木さん

もらい鈴
バル営業時間  17：00～23：00（LO 22：30）

村上市細工町５ｰ２
TEL：0254ｰ52ｰ3701
通常営業時間▶17：00～23：00
定休日▶日曜日・月曜日・火曜日

村上牛すじシチュー・パンをそえて

村上牛すじを圧力鍋で
トロトロになるまで煮
込んだデミグラス仕立
てのシチューです。パン
につけてお召し上がりく
ださい。

チケット
１枚

店主の川崎さん

4

能登新
料亭

バル営業時間  17：00～21：00

村上市飯野２ １ーｰ９
TEL：0254ｰ52ｰ6166
通常営業時間▶17：00～21：00
定休日▶不定休

チケット
2枚 20席

八寸盛り

料理長の山貝さん

食事の始まりにふさわし
い、村上の旬を盛り込ん
だ八寸盛りになります。
五味、五色、五法を用い
て、目から楽しむお料理
をお楽しみください。
更にチケットをもう１枚
で、「特上村上牛 焼にぎり
寿司 ２貫」が付きます。

村上牛にぎり

5

アルコール
提供あり

必要チケット枚数

ソフトドリンク
提供あり

バル限定席あり
※予約不可

※チケットが２枚必要なお店があります。
  よくご確認の上、ご利用ください。

チケット
１枚

チケット
2枚

各店舗
アイコンについて



桧木屋
そば処

バル営業時間  17：30～20：00

村上市鍛冶町２ｰ12
TEL：0254ｰ53ｰ5547
通常営業時間▶11：00～
定休日▶なし

牛すじ煮込み＋そばもしくはうどん

丁寧に選別した牛すじを
じっくり煮込んでちょう
ど良いやわらかさと食感
に仕上げています。
また、当店自慢のそばか、
うどんのどちらかを、お
付けします。お好きな方
をお選びください。

店主の大槻さんと奥さん

チケット
１枚6

ＰＡＳ☆TiME
バル営業時間  18：00～23：00

村上市飯野３ｰ10ｰ５
TEL：0254ｰ62 7ー837
通常営業時間▶18：00～24：00
定休日▶月曜日

自家製スパイスカレー

チケット
１枚

店主の石田さん

沢山のスパイスを使い、
じっくり時間をかけて煮
込んだカレーは、辛すぎ
ずくせになる味。ビール
やカクテルとの相性は、
バッチリです。

7

BISTMO
バル営業時間  18：00～21：00（LO 20：30）

村上市飯野西１ｰ23
TEL：080 7ー062ｰ0626
通常営業時間▶11：30～14：00
　　　　　　　18：00～21：00
定休日▶不定休

チキンソテーレモンマリネ 前菜２種

チケット
１枚

ローズマリーとガーリッ
クを効かせ、後味をサッ
パリする様にレモンマリ
ネしました。前菜はフ
リッタータとブルスケッ
タです。

店主の佐藤さん

8

福来軒
中華料理

バル営業時間  17：00～22：00（LO 21：30）

村上市田端町10ｰ８
TEL：0254ｰ53ｰ2272
通常営業時間▶10：00～20：00
定休日▶第２・４木曜日

自家製チャーシューと鳥燻製の中華クレープ包み

自家製のチャーシュー
と、鶏の燻製を薄餅（ハ
オピン）という皮で包ん
だ中華風のクレープです。

スタッフの佐藤さん

チケット
１枚9

360°
trattoria

バル営業時間  17：30～22：00（LO 21：00）

村上市田端町９ｰ40
TEL：0254ｰ62 7ー369
通常営業時間▶10：30～14：00
　　　　　　　17：30～22：00
定休日▶火曜日・他

6
席

マルゲリータとおつまみサラダ

チケット
１枚

石窯で焼いたピザ、マル
ゲリータ１カットと、おつ
まみになるサラダです。
ワインと合わせて食べる
のがオススメです。

スタッフの田村さん

10

グラシアス
バル営業時間  19：00～23：00（LO 23：00）

村上市田端町10ｰ16
TEL：090ｰ9632ｰ0487
通常営業時間▶19：00～
定休日▶不定休

10
席

スペイン風ピンチョス

チケット
１枚

アンチョビを隠し味に生
ハム、チーズやサルサ
ソースなどスペインでは
お馴染みバル定番の味を
お出しします。

店主の長谷川さん

11



あずまや
バル営業時間  19：00～23：00（LO 22：30）

村上市田端町15 １ー
TEL：0254ｰ53ｰ6647
通常営業時間▶19：00～23：00
定休日▶日曜日

日替わりのつきだし

手作りの温かい汁物や、
煮物と、サラダや漬物や
和え物などをお出ししま
す。カウンターだけのアッ
トホームなお店です。カ
ラオケもあります。皆様
のお越しをお待ちしてい
ます。

店主の東さん

チケット
１枚12

石田屋
バル営業時間  17：30～20：30

村上市田端町10ｰ24
TEL：0254ｰ53ｰ2016
通常営業時間▶11：00～14：00
　　　　　　　17：30～20：30
定休日▶不定休

16
席

干し魚と季節の煮物

チケット
１枚

おいしい干魚と若だんな
特製の煮物をご用意。好
評だった大洋盛と〆張鶴
の飲み比べセットもご用
意いたします。刺身など
の一品料理を取り揃え、
お待ちしています。

大女将の石田さん

13

囲炉裏庵
創作料理

バル営業時間  17：00～24：00

村上市山居町１１ーｰ11
TEL：0254ｰ52 7ー205
通常営業時間▶11：00～15：00
　　　　　　　17：00～24：00
定休日▶水曜日

麻婆豆腐（ハーフサイズ）

新作の本格麻婆豆腐。
20種類以上の香辛料、
調味料を配合した、奥深
い味わいの中に、辛さ香
りを楽しめる一皿。

チケット
１枚

店長の五十嵐さん

14

八千草
磯料理

バル営業時間  17：00～21：00（LO 20：30）

村上市山居町１１ーｰ２
TEL：0254ｰ52ｰ1213
通常営業時間▶17：00～22：00
定休日▶日曜日

4
席

盛り込み３品

チケット
１枚

当店の通常メニューに
はない、お酒に合う料理
３品を日替わりでお出し
します。

店主の中村さん

15

はんぢゃん
焼肉・ホルモン・韓国料理

バル営業時間  17：30～21：00（LO 21：00）

村上市山居町１ｰ２ｰ24
TEL：0254ｰ53ｰ1313
通常営業時間▶11：30～14：00
　　　　　　　17：30～22：00
定休日▶月曜日

村上牛押し寿司

村上市が誇る＜村上牛＞
を特製タレで炒め、流行
の＜ユッケ寿司＞風にア
レンジした赤字覚悟の一
品。食べる価値アリ！！

店長の大滝さん

チケット
１枚16

千　経
和食 四川料理

バル営業時間  17：00～21：30

村上市山居町１ｰ４ｰ31
TEL：0254ｰ52ｰ2475
通常営業時間▶17：00～22：00
定休日▶月曜日・不定休

白えびのかき揚げ天プラ

富山産白えびを香ばしく
かき揚げにしました。あ
つあつサクサクを、笹川
流れの塩でどうぞお召し
上がりください。

チケット
１枚

３代目の竹内さん

17



◀ こののぼり旗が
　　　 参加店の目印です！

夢レストラン料理工房

バル営業時間  17：00～21：00（LO 20：30）

村上市山居町１ｰ４ｰ37
TEL：0254ｰ53ｰ2438
通常営業時間▶11：30～14：00
　　　　　　　18：00～21：00
定休日▶木曜日

旨甘ピリ辛の手羽先唐揚げ

フジ チケット
１枚

店主の藤山さん

手羽先唐揚げに当店特製
のかぐら南蛮をつかっ
た、なんばん麹醤油をか
らめた絶品！※テイクア
ウトできます。（テイクア
ウトドリンクはソフトドリ
ンクのみ）
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デイズ
カフェ＆ダイニング

バル営業時間  18：00～21：00（LO 21：00）

村上市山居町１ｰ13ｰ28
TEL：0254ｰ57ｰ1032
通常営業時間▶11：00～15：00
　　　　　　　18：00～21：00
定休日▶火曜日

パリッとジューシー！油揚げギョーザ

チケット
１枚

ジューシーでスタミナ
たっぷり。皮は油揚げを
使 用して い る のでパ
リッ！美肌効果や低糖質
の油揚げギョーザは女性
にも人気。油揚げは店主
の実家の鈴木豆腐店を
使用。

店主の鈴木さん

19

迅ｰJINｰ
IZAKAYA

バル営業時間  17：00～23：00（LO 23：00）

村上市山居町２ｰ５ｰ46
TEL：0254ｰ53ｰ5761
通常営業時間▶17：00～24：00
定休日▶月曜日

厚切りの豚ロースを特製
の塩で味付けしてジュー
シーに焼き上げました。
迅オリジナルのタレを付
けて、どうぞご賞味くだ
さい！

厚切りロースステーキ

店長の宇鉄さん

チケット
１枚20

たこ正
バル営業時間  17：00～22：00

村上市山居町１ｰ16ｰ22
TEL：0254 7ー5ｰ5032
通常営業時間▶17：00～22：00
定休日▶月曜日・火曜日

酒肴４点盛りプレート

当店自慢のお料理からお
酒のすすむ酒肴４点をワ
ンプレートでご用意致し
ます。

店主の高嶋さん

チケット
１枚21

てやんでいっ
炭火焼居酒屋

バル営業時間  18：00～23：00（LO 22：30）

村上市山居町２ｰ９ｰ４
TEL：080ｰ9172ｰ4466
通常営業時間▶18：00～23：00
定休日▶不定休

選べる炭火焼き やきとり ３本

チケット
１枚

バルメニューよりお好み
の串を3本（ノンアルコー
ルの方は4本）お選び下
さい。ご注文いただいて
から備長炭で焼きますの
で少々お時間をいただき
ますが、アツアツをお楽
しみ下さいませ。

店主の田中さん

22

美味しい料理や飲み物を楽しみ、村上のまち
歩き、人との交流を楽しんでみませんか！気に
なっていたけど行ったことのなかったお店、知
らなかったお店へマップ片手に足を運んでみ
ませんか！

バル（スペイン語のBar：飲食店）と街を組み合わせ
た飲み歩きイベントです。
「ドリンク１杯＋料理１品」を楽しみながら、たくさん
のお店をハシゴしましょう！

※今回はあとバルを実施しません。バル期間内でご利用ください。

バル街のおさらい



村上市上町1ｰ31
販売時間　9：00～17：00
定 休 日　なし
電話番号　0254ｰ53ｰ3048

村上市田端町11ｰ8
販売時間　9：00～17：00
定 休 日　なし
電話番号　0254ｰ53ｰ2258

村上市小町4ｰ10
販売時間　9：00～17：00
定 休 日　土・日曜日・祝日
電話番号　0254ｰ53ｰ4257
※販売時間をご確認ください

■㈾田村酒店

■村上市観光協会

■村上商工会議所

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

①左記のスタンプ台紙に、バルでハシゴしたお店か
らスタンプを押してもらいます。

②３店舗ハシゴして、スタンプを３つ集めます。
③ご希望の賞を選んで必要事項を記入し、点線部
分をお切り取りのうえ、村上商工会議所まで持参
いただくか、郵送にてお送りください。

　郵送・持参先
　〒958ｰ0841 村上市小町４ｰ10 村上商工会議所

越後むらかみバル街 スタンプラリー係 まで

応募締切 12/15㈬ 17：00まで
お一人様 何口でも応募0K！

チケット販売

202112/10㈮ ・12/11㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

チケット ¥2,000

12/10
12/11
営業時間は各店舗により異なります。

11
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 22
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 44

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券
バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

バルタクシー・運転代行について
・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）
利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

あとバルについて

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

202112/10㈮ ・12/11㈯

202112/10㈮ ・12/11㈯

202112/10㈮ ・12/11㈯

・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

越後むらかみバル街C20212021

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

チケット ¥2,000

越後むらかみバル街A
11/26
11/27
営業時間は各店舗により異なります。

11

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 22

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33

202111/26㈮ ・11/27㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 44

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券

バルタクシー・運転代行について

あとバルについて
・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

20212021

バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

202112/３㈮ ・12/４㈯

越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai

チケット ¥2,000

12/３
12/４
営業時間は各店舗により異なります。

�1
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai �2
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai 33
越後むらかみバル街チケット
murakami bar-gai �4

地 酒 引 換 券地 酒 引 換 券

バルタクシー・運転代行について

あとバルについて

注意事項
・このチケットは「2021 越後むらかみバル街」専用チケットです。
・このチケットの半券１枚または2枚につきドリンク１杯と料理１品を
お楽しみください。
・参加店入店時に最初にバル街チケットをお渡しください。
・１店舗につき使用できるバルチケットは１人１回限りです。
・いかなる場合でも購入後、チケットの換金・払い戻しには応じかねます。
・ランチには利用できません。

この部分は半券チケットではありません

.FRI

.SAT
17：00～23：00

202112/３㈮ ・12/４㈯

202112/３㈮ ・12/４㈯

202112/３㈮ ・12/４㈯

（半券４枚つづり＋地酒引換券）

・むらかみバル街実施日に限り、半券１枚を700円相当分として、下記の
タクシー・運転代行に利用することができます。（お釣りは出ません。）

主催：村上商工会議所 観光サービス部会
　　  TEL 53ｰ4257

・今回は、あとバルを行いません。
　チケットに記載されている期間でお使いください。

利用可能タクシー・運転代行
瀬波タクシー（TEL 53ｰ2187）、はまなす観光タクシー（TEL 50ｰ7788）、
運転代行ケーズ（TEL 53ｰ3799）、ユーアイ運転代行（TEL 090ｰ5512ｰ0358）

越後むらかみバル街B20212021

バル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴１合瓶と引き換えできます！
テイクアウトもしくは、お店でお召し上がりいただけます！

¥2,000円

※各回により色が異なります。内容は同一のものです。
※「地酒引換券」はバル参加店で、大洋盛もしくは〆張鶴
　１合瓶と交換できます。

11/１㈪～12/11㈯
　　　  17：00まで取 扱 店　※参加店舗では販売いたしません。

＊抽選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます＊

A賞 村上特産品セット 10,000円相当   ５名様
B賞 村上特産品セット   5,000円相当  10名様
C賞 村上特産品セット   3,000円相当 35名様

A賞 村上特産品セット 10,000円相当   ５名様
B賞 村上特産品セット   5,000円相当  10名様
C賞 村上特産品セット   3,000円相当 35名様

スタンプ

A·B·C
ご希望の賞

住 所

氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　 年 齢　　　歳代

電話番号

バル街の感想

〒

※ご記入いただいた個人情報は、本事業以外には、使用いたしません。

スタンプ

スタンプ

応募方法はカンタン３ステップ

バル街スタンプラリー
バル街でお店をハシゴして、豪華景品を当てよう！



～ 聞いて飲んで、日本酒を楽しもう！～
越後むらかみバル街

酒蔵が教える、ここでしか聞けない
美味しい日本酒の飲み方講座

酒蔵が教える、ここでしか聞けない
美味しい日本酒の飲み方講座

バル街のチケット購入者限定！ 参加費無料！
「お酒の種類がよく分からない。」
「熱燗とか冷とかあるけど、

どう飲むのが美味しいかイマイチわからない。」
「日本酒の味わい方を知りたい！」

…そんな方にオススメ！

酒蔵が直々に、色んな飲み方を伝授します！
あなたにピッタリの美味しいお酒の種類や飲み方が

見つかるかもしれません！

※お１人につき、各酒蔵１回までとなります。 ※当日は、バルチケットをご持参ください。

各回10名※先着順 各回定員になり次第、締め切らせていただきます。
料亭 能登新（村上市飯野２ １ーｰ９ TEL：52ｰ6166）
村上商工会議所（村上市小町４ｰ10 TEL：53ｰ4257）
※「日本酒講座」を受講希望の旨、お申し込みください。

注 意 事 項
・事前申込制となっております。申し込みがない方は受講できません。
・バルチケットが入場券となります。スタッフにご提示ください。※チケットは、ご提示いただくだけです。
・日本酒を色んなパターンで飲み比べていただく内容となっております。予め内容をご理解の上、ご参加ください。

定 員
場 所
申込先

●
●
●

：
：
：

・18：00～18：40
・19：00～19：40の１日２回実施

・18：00～18：40
・19：00～19：40の１日２回実施

27日
 ３ 日
11日

11月
12月
12月

㈯
㈮
㈯

26日
 ４ 日
10日

11月
12月
12月

㈮
㈯
㈮

大洋酒造
による講座

宮尾酒造
による講座

ＳＴＯＰ！
飲酒運転



バル街実施日に限り半券１枚を700円相当チケットとして、タクシー・運転代行に利用することができます。
※お釣りは出ません。

●タクシーのご利用について

ＳＴＯＰ！
飲酒運転

運転代行ケーズ
ユーアイ運転代行

TEL 53ｰ3799
TEL 090ｰ5512ｰ0358

瀬波タクシー
はまなす観光タクシー

TEL 53ｰ2187
TEL 50ｰ7788

利用可能
タクシー・運転代行

2021年 越後むらかみバル街MAP

6

JR 村上駅
至 桑川駅

羽越本線

至 新潟駅
村上市
観光協会

肴町上

村上駅前

山居町

えびす坂

小国町

大　町

上　町

羽黒町

9

あずまや

一心

M’sコレクション

村上
小学校 村上

体育館

村上
市役所

大衆小料理 長太

千年鮭
きっかわ

19

欧風居酒屋
夭夭亭

㈾田村酒店

羽黒神社

チケット
販 売 所

押しボタン信号もらい鈴

料亭 能登新
日本酒講座会場日本酒講座会場

中央
エリア

11

そば処
桧木屋

ウチヤマ
カメラ

村上市
教育情報
センター

押しボタン信号

PAS☆TiME

NTT
村上ビル

理容・美容
こまざわ

BISTMO駅前
エリア

石田屋

セレモニー
ホール三面 グラシアス

中華料理
福来軒

17

trattoria
360°

山居町
エリア

たこ正
炭火焼居酒屋
てやんでいっ

コンビニ IZAKAYA
迅ｰJINｰ

カフェ＆ダイニング
デイズ

村上地域
振興局

村上
郵便局

フジ
夢レストラン
料理工房 GS

至 村上瀬波
温泉IC

和食・四川料理
千経

どさん娘

藤基神社

村上税務署

イタリア料理
アンフォラ1

5

3

6

8

18

4

13

2

7

20

22
10

12

21

15 14
16 焼肉・ホルモン・

韓国料理
はんぢゃん

磯料理
八千草

創作料理
囲炉裏庵

⬅ 村上商工会議所


