バル街受付本部
※タリーズコーヒー前
※受付本部時間は公式HPをご参照ください
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気になるお店で、食べて飲んで、ハシゴ酒♪
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11.1（木）～ 11.7（水）

各日 入店可能営業時間は各店舗により異なります
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新潟駅南参加店 MAP

1

あとバル期間：4/1( 火 ) ～ 4/6( 日 )

にいがたバル街を楽しむためのポイント
！
1 Wine Bar May Shiraz

2 遊とり

3 ICHIE

4 厳選塊肉食べ放題の店 肉バル横丁

5 LA CUCINA LIBERA～自由なキッチン～

6 MONK'S MOOD JAZZ CLUB

7 地鶏と汁もん 汁平゛

1日（木）17：00〜20：00／2日（金）17：00〜20：00／3日（土）15：00〜18：00

1日（木）14:00〜25:00／2日（金）14:00〜25:00／3日（土）14:00〜25:00

1日（木）17：00〜22：00／2日（金）17：00〜23：00／3日（土）17：00〜23：00

1日（木）17:00〜22:00／2日（金）17:00〜22:00／3日（土）17:00〜22:00

1日（木）18：00〜23：00／2日（金）18：00〜23：00／3日（土）18：00〜23：00

1日（木）18:00〜24:00／2日（金）18:00〜24:00／3日（土）18:00〜24:00

1日（木）18:00〜24:00／2日（金）18:00〜24:00／3日（土）18:00〜24:00

4日（日）15：00〜20：00／5日（月）17：00〜20：00／6日（火）定休日

4日（日）14:00〜25:00／5日（月）14:00〜25:00／6日（火）14:00〜25:00

4日（日）17：00〜22：00／5日（月）17：00〜22：00／6日（火）17：00〜22：00

4日（日）17:00〜22:00／5日（月）17:00〜22:00／6日（火）17:00〜22:00

4日（日）18：00〜22：00／5日（月）18：00〜23：00／6日（火）18：00〜23：00

4日（日）18:00〜24:00／5日（月）22:00〜24:00／6日（火）18:00〜24:00

4日（日）18:00〜24:00／5日（月）18:00〜24:00／6日（火）定休日

7日（水）17：00〜20：00

7日（水）14:00〜25:00

7日（水）17：00〜22：00

7日（水）17:00〜22:00

7日（水）18：00〜23：00

7日（水）18:00〜24:00

7日（水）18:00〜24:00

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：2枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

落ち着いた空間でワインと料理を愉しむ。
がコンセプト。少人数「２名、
１名の方たちが
寛げる…」ワイン好きが集う小さなビストロ
ワインバー。※入店は、
お1人様またはペアで
参加の方に限ります。

遊とりは串料理や海鮮料理を多数ご用意して
おります！カウンター席ではサクッと一人飲み、
小上がりのお座敷席はくつろげるので
様々な飲み会に合います！
「遊とり」ロゴと
ちょうちんが目印です。

釜戸から立ち上がる備長炭の炎と香り、
地元新潟食材と全国、
世界の食材の
ハーモニー。大人の為の新しい隠れ家を
ご堪能下さい。

肉バル横丁といえば、
なんと言ってもお肉!!
今回のバル街では当店自慢の牛のランプ肉
シュラスコstyleにてご用意致します!!
ぜひ、
上質な赤身肉をご堪能ください！

2017年12月1日にオープンしたイタリア料理
です。
トスカーナで修行した2人のシェフに
よるお店。
トスカーナの田舎料理を提供する
大衆食堂です。
ドリンクはワインとスパーク
リングジュースをご用意してます。

JAZZ生演奏を聴きながら気軽にお酒を
楽しめるお店です。ムードのある大人だけの
空間、
一度味わったら抜けだせなくなります。
ライブ情報はHPをご覧ください。
※ライブ開催時はチャージ金額がかかります。

駅南に佇む大人達の隠れ家。それが汁平゛
。
庄内地鶏を使用した料理や他ではなかなか
味わえない鶏白湯白おでんは是非召し上
がって頂きたい逸品です。バル街でのお越し
をお待ちしております。

中央区米山2-2-5ＩＮＧビル２Ｆ

中央区米山2-2-5 田中ビル１Ｆ

中央区米山2-5

中央区天神2-137-37

中央区米山2-9-4

8 居酒屋 駅南2525

9 美味しい料理とかに料理 蒲原小梅

1日（木）18:00〜23:00／2日（金）18:00〜23:00／3日（土）18:00〜23:00

1日（木）17:00〜23:00／2日（金）17:00〜18:00、21:00〜23:00

10 NAPOLI PIZZA 新潟駅南けやき通り店
1日（木）11:00〜25:00／2日（金）11:00〜26:00／3日（土）11:00〜26:00

中央区米山2-2-5 １Ｆ

中央区米山2-2-9 INGビル２ １Ｆ

11 一家駅南 ひっこみ滋庵
1日（木）17:30〜23:30／2日（金）17:30〜23:30／3日（土）17:30〜23:30

12 旬魚旬菜 極DINING 若旦那 駅南店
1日（木）17：30〜25：00／2日（金）17：30〜26：00／3日（土）17：30〜26：00

13 串゛ら 駅南店
1日（木）17:00〜20:00／2日（金）22:00〜24:00／3日（土）22:00〜24:00

1日（木）17：00〜23：00／2日（金）17：00〜23：00／3日（土）17：00〜23：00

4日（日）18:00〜23:00／5日（月）18:00〜23:00／6日（火）18:00〜23:00

3日（土）17:00〜18:00、21:00〜23:00／4日（日）17:00〜23:00

4日（日）11:00〜25:00／5日（月）11:00〜25:00／6日（火）11:00〜25:00

4日（日）17:30〜23:30／5日（月）17:30〜23:30／6日（火）17:30〜23:30

4日（日）17：30〜25：00／5日（月）17：30〜25：00／6日（火）17：30〜25：00

4日（日）17:00〜20:00／5日（月）定休日／6日（火）17:00〜20:00

4日（日）17：00〜23：00／5日（月）17：00〜23：00／6日（火）定休日

5日（月）定休日／6日（火）17:00〜23:00／7日（水）17:00〜23:00

7日（水）11:00〜25:00

7日（水）17:30〜23:30

7日（水）17：30〜25：00

7日（水）17:00〜20:00

7日（水）17：00〜23：00

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：2枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：2枚

駅南2525は、
東京の超有名店で修行した
ニコニコ店主がくりだす創作料理を提供して
いるお店です。当日は、
衣が特徴的でインパ
クト大の「名物2525唐揚げ〜もみじおろし＆
ポン酢〜」を提供します。

旬なお野菜、
鮮魚、
かに料理を多数ご用意して
おります。
また、
地酒４種と梅酒10種など料理
に合うお酒を取り揃えております。
※バル街のお休みですが、
変更になる
可能性があります。

若いスタッフばかりですが、
その分元気の良さ
では負けません。昼間と夜では店内の雰囲気
も違うのでぜひお越し下さい。

ひっこんだ場所ですがいうほどわかりにくくは
ないので、
たくさんのお客様にご来店
いただけると嬉しいです。

若旦那は和と洋を併せ持つ本格的な居酒屋
です。
「鮮魚」は漁港より、
「肉」は最高級Ａ５
ランクの村上牛を使用しております。
職人が手間を惜しまず丁寧に創り上げる
料理をリーズナブルな価格で提供致します。

駅南串゛
らは、
和やかな雰囲気でアットホ
ーム感が心地よい店になっていると思います。
メニュー以外でも、
食べたいものを注文して
いただければ出来る限りお応えしてお作り
いたします。

新潟駅南口徒歩3分！料理や空間はもちろん、
料理人との会話やスタッフの接客にも力を
入れているお店です！また、
料理人が目利き
して仕入れる新潟の鮮魚と豊富な地酒を
取り揃え。もつ鍋とつくねが大人気です。

中央区米山2-1-5 ケヤキドリーム ２Ｆ

中央区米山1-9-15

中央区天神1-19-9 けやきINGビル ２Ｆ

16 炭焼居酒屋 竹ぼう
1日（木）17：00〜25：00／2日（金）17：00〜27：00／3日（土）17：00〜27：00

1日（木）18：00〜25：00／2日（金）18：00〜25：00／3日（土）18：00〜25：00

17 心の居酒屋 北の家族 けやき家
1日（木）17：30〜26：00／2日（金）21：30〜28：00／3日（土）21：30〜28：00

中央区天神1-19-10

18 旬食酒好 Yuu
1日（木）17:30〜24:00／2日（金）17:30〜24:00／3日（土）17:30〜24:00

中央区米山1-8-23

中央区米山1-9-3 鈴木ビル１Ｆ

19 dining bar NICO（ニコ）
1日（木）18：00〜25：00／2日（金）18：00〜25：00／3日（土）18：00〜25：00

20 カフェ&グリル みのりみのる
1日（木）18:00〜21:30／2日（金）18:00〜21:30／3日（土）18:00〜21:30

1日（木）18:00〜21:30／2日（金）18:00〜21:30／3日（土）18:00〜21:30

4日（日）18：00〜25：00／5日（月）18：00〜25：00／6日（火）18：00〜25：00

4日（日）定休日／5日（月）17：00〜25：00／6日（火）17：00〜25：00

4日（日）17：30〜26：00／5日（月）定休日／6日（火）17：30〜26：00

4日（日）定休日／5日（月）17:30〜24:00／6日（火）17:30〜24:00

4日（日）18：00〜25：00／5日（月）定休日／6日（火）18：00〜25：00

4日（日）定休日／5日（月）18:00〜21:30／6日（火）18:00〜21:30

4日（日）18:00〜21:30／5日（月）18:00〜21:30／6日（火）18:00〜21:30

7日（水）17：00〜25：00

7日（水）17：30〜26：00

7日（水）17:30〜24:00

7日（水）18：00〜25：00

7日（水）18:00〜21:30

7日（水）定休日

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：2枚

串焼きと刺身がオススメの居酒屋です。
他にもいろいろな食べ物を用意して元気の
良いスタッフがお客様をお待ちしております！

炭火焼きが自慢のお店で、
季節の野菜や新鮮
な魚介も楽しめる竹ぼう自慢の串盛り合わ
せは大人気の一品です。古民家風の寛げる
居酒屋で吹き抜けや座敷もある店内は和の
世界へ導きます。

海鮮、
串揚げ、
おでんなど、
食べたいあなたの
一品を常にご用意してます。遅い時間まで
営業しているので、
飲み会から、
〆の一杯まで
楽しめるお店です。

地元新潟の食材をはじめ厳選食材をふんだ
んに使用した、
美味しいお料理を手頃な価格
で楽しめるお店。寝屋漁港直送の鮮魚を使用
したお魚料理、
店主自慢の中華料理や韓国
料理など、
好きなお料理、
お酒に出会えます。

NICOは、
上質なのにカジュアルな内観は
ゆったり過ごせるソファー席をメインにした
お洒落な内観です。料理も女性に人気な
アヒージョやピッツァ、
パスタなどを取り揃え
ております。

全農さん直営のレストランなので、
新鮮な
お肉と野菜を味わって頂けるお店です。
ディナーでは旬の果物を使用したオリジナル
サワーやカクテルが楽しめます。各種コース
や飲み放題もご用意してお待ちしています。

美味しいお水で造る加茂有機米を使った本格
釜飯は、
ご注文が入ってから１合炊きするの
で、
お米はふっくら艶やか。
こだわりの米、
食材、
酒、
新潟の素晴らしさを
堪能してください。

中央区米山1-7-12

中央区米山1-5-13

23 SUZUVEL（スズベル）

中央区米山1-8-11

24 クラフトビール館 新潟駅前店

中央区米山1-8-11 本成寺ビル3F

25 オサカナバル IL MARE(イルマーレ)

中央区天神1-12-7 LEXN２ １Ｆ

中央区米山1-6-9 ２Ｆ

27 ビアダイニング 麒麟

26 けむり茶屋

参加店舗情報はチラシやホームページに随時掲載されております。
また、
お店によってイベント参加時間が異なりますので、
気になるお店の参加日程と時間を確認しておこう！

！
2 バル街受付本部を有効活用しよう！
バル街開催中、
11/1（木）〜11/7（水）は駅南エリアの1か所に受付本部を設置します。
受付本部では「当日券の販売」
「端数チケットの販売」や、
各店舗の「各店舗のピンチョ一覧用紙の配布」など、
様々な情報の発信や、
バル街のマル秘情報などを公開しています。
行くお店に迷ったり、
もうちょっとチケットが欲しくなったら、
お気軽に受付本部へお越しください♪

3

譲り合いの
「気持ち」をもって、お互いに気持ち良く♪
混み合っているお店は、
ピンチョとドリンクを堪能したら、
他の方の為に早めに次のお店へ向かいましょう☆
チケット1枚の滞在時間は20分程度を目安にして下さい。事前の席予約は出来ませんのでご了承下さい。

！
4 追加注文ＯＫ！

どんどんお店を楽しもう！

チケット使用後の追加注文は各お店の通常料金での提供となります。
気に入ったお店を見つけて、
ピンチョ以外の料理やお店の雰囲気も楽しもう♪

中央区米山1-7-19

21 はじめ 土間家 別邸

7日（水）18：00〜25：00

22 ラ・クチーナイタリアーナＤＥＮ

行きたいお店は事前にチェック
！
！

14 鶴ノ羽

7日（水）18:00〜23:00

15 魚と串とこころいき たすけ

1

5

売り切れや相席などに臨機応変にご対応ください
にいがたバル街は混雑状況により相席も有りのイベントです。
是非ご一緒になった人同士でも会話を楽しんでコミュニケーションを♪
満席の場合もございますので、
前もって行ってみたいお店をたくさん見つけておこう♪
好評につき、
事前に決まっていたピンチョが売り切れになる場合はご容赦下さい。

にいがたバル街は、街歩きをしながら、飲食店の料理やドリンクを楽しみ、
お店とお客様が、お互いに新しい発見ができる地域活性化イベントです。
ただ料理を食べて終わりじゃない！自分なりの「にいがたバル街」の楽しみ方を発見しよう♪

中央区米山1-1-15

28 海鮮家 葱ぼうず

1日（木）18：00〜22：00／2日（金）18：00〜22：00／3日（土）18：00〜22：00

1日（木）17:00〜22:00／2日（金）17:00〜22:00／3日（土）17:00〜22:00

1日（木）12:00〜22:30／2日（金）12:00〜22:30／3日（土）12:00〜22:30

1日（木）17:00〜23：30／2日（金）17:00〜23：30／3日（土）17:00〜23：30

1日（木）17：00〜23：00／2日（金）17：00〜23：00／3日（土）17：00〜23：00

1日（木）17:00〜22:00／2日（金）17:00〜23:00／3日（土）17:00〜23:00

1日（木）21：00〜23：00／2日（金）21：00〜23：00／3日（土）21：00〜23：00

4日（日）18：00〜22：00／5日（月）18：00〜22：00／6日（火）定休日

4日（日）17:00〜22:00／5日（月）17:00〜22:00／6日（火）17:00〜22:00

4日（日）12:00〜22:30／5日（月）12:00〜22:30／6日（火）12:00〜22:30

4日（日）17:00〜23：30／5日（月）17:00〜23：30／6日（火）17:00〜23：30

4日（日）17：00〜23：00／5日（月）17：00〜23：00／6日（火）17：00〜23：00

4日（日）17:00〜22:00／5日（月）17:00〜22:00／6日（火）17:00〜22:00

4日（日）21：00〜23：00／5日（月）21：00〜23：00／6日（火）21：00〜23：00

流れ① バル街ＭＡＰで参加店を調べよう！

7日（水）18：00〜22：00

7日（水）17:00〜22:00

7日（水）12:00〜22:30

7日（水）17:00〜23：30

7日（水）17：00〜23：00

7日（水）17:00〜22:00

7日（水）21：00〜23：00

このバル街マップで、
まわってみたいお店を見つけましょう♪

チケット：1枚
素材の旨味を活かした、
日本酒にも合う、
「越後イタリアン」を追求しております。
当日は皆様にカジュアルな雰囲気で、
気軽
ながらもしっかりとお酒を愉しんで頂けるよう、
越乃寒梅、
ワイン等ご用意しております。

中央区米山1-1-26 TOMOSビル３Ｆ 302

29 The Alchemist Bar&Dining

チケット：2枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：2枚

新潟の魅力を味わうならSUZUVELで!!
地元食材をふんだんに使用したDELIを11種
類ご用意。新潟の魅力を発信しています！
バル街オリジナルドリンクもご用意して
います。ご来店お待ちしております！

新潟県内外、
海外のクラフトビールを樽生
40種取り揃え。皆さんが聞いたことあるけど
飲んだことのない新潟のビール、
地元だけど
知らなかった新潟のビールを自家製ビーフ
ジャーキーと供に再発見していただきます！

シェフが振る舞うシーフードイタリアンと厳選
ワイン。魚介に特化した本格イタリアンを感度
の高いスタイリッシュ空間でお楽しみいただ
けます。魚介類と相性抜群な白ワインとスパ
ークリングワインは30種以上ご用意。

炉端焼き けむり茶屋名物の肉は、
焼き加減に
徹底的にこだわり、
一番美味しい状態で
お届けします。
ドリンクは、
生ビールの他に
地酒もお選びいただけます。バル街限定の
おつまみをご用意してお待ちしております！

駅南で本格的な握り寿司が食べれる居酒屋
です!!今回はバル街限定で「てまり寿司」を
ご用意します!!

新潟駅南口から30秒とは思えない落ち着い
た雰囲気の外観。どこか懐かしい佇まい。
落ち着いた大人の空間が広がります。

中央区花園1-96-47 CoCoLo新潟西館１Ｆ

中央区花園1-1-1 CoCoLo中央１Ｆ

中央区笹口2-2-4 １Ｆ

中央区笹口2-2-6 HKビル１Ｆ

中央区笹口2-2-24

中央区笹口1-10-1

30 越乃赤たぬき 新潟駅南店

31 馳走DINING航

32 駅南バル Marphy's

33 SMOKE CAFE

34 居酒屋 よさこい 駅南店

35 畑や ひといち

1日（木）11:30〜14:30、17:00〜23:00／2日（金）11:30〜14:30、17:00〜23:00

1日（木）17:00〜25:00／2日（金）17:00〜25:30／3日（土）17:00〜25:30

1日（木）17:00〜23:30／2日（金）21:00〜23:30／3日（土）21:00〜23:30

1日（木）18:00〜23:00／2日（金）18:00〜23:00／3日（土）18:00〜23:00

1日（木）18:00〜24:00／2日（金）18:00〜24:00／3日（土）18:00〜20:00

1日（木）17:00〜25:30／2日（金）17:00〜26:00／3日（土）17:00〜26:00

1日（木）17:00〜22:00／2日（金）17:00〜23:00／3日（土）17:00〜23:00

4日（日）17:00〜25:00／5日（月）17:00〜25:00／6日（火）定休日

4日（日）17:00〜23:30／5日（月）定休日／6日（火）17:00〜23:30

4日（日）18:00〜23:00／5日（月）18:00〜23:00／6日（火）18:00〜23:00

4日（日）18:00〜20:00／5日（月）18:00〜24:00／6日（火）18:00〜24:00

4日（日）17:00〜25:30／5日（月）17:00〜25:30／6日（火）17:00〜25:30

4日（日）定休日／5日（月）17:00〜22:00／6日（火）17:00〜22:00

6日（火）11:30〜14:30、17:00〜23:00／7日（水）11:30〜14:30、17:00〜23:00

7日（水）17:00〜25:00

7日（水）17:00〜23:30

7日（水）18:00〜23:00

7日（水）18:00〜24:00

7日（水）17:00〜25:30

7日（水）17:00〜22:00

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

チケット：1枚

オーストラリア人料理人が作るモダンな創作
料理。OZ産ワインやクラフトビール種類あり。
ランチではOZ産ビーフ100％、
焼き立て
バンズの本格的バーガーが楽しめる。

お一人様でも気軽に入れるカウンター席、
一期一会が楽しめる囲炉裏席、
団体様用の
お座敷等有り！毎週月曜にサービス企画、
地酒も飲み放題の宴会コースもやってます！

新潟の旬の食材を使い、
日本酒をはじめ
アルコール類も充実、
日本料理の高級食材
をリーズナブルにご提供。有名割烹で修行
した料理人がふぐ、
すっぽん等、
腕をふるい
ます。

沢山の新しい出会いを楽しみに
しています！常時40種類以上のワインと自慢
の手作りPIZZAを気軽に楽しんでください！

薫製料理が主体のワインや各国のビールと
ともにいただくというスタイルの店です！
大きい窓からは夜景が楽しめます！
オシャレで居心地のよい空間となってます！

とても楽しい・
・
・ふき溜まりのお店です。

私達のお店は、
農家が営む居酒屋で、
畑で
育てた野菜や協力農家さんの野菜を使って
新鮮な野菜を提供させていただいております。
是非、
私達のお店でしか味わえない野菜を
楽しみに来て下さい。

中央区笹口1-10-20 メゾン南の風 １Ｆ

中央区笹口1-13-2

中央区笹口1-13-25 まるよし第16ビル2F

中央区笹口1-18-4 ロクス駅南１Ｆ

中央区笹口1-18-4 ロクス駅南２Ｆ

中央区笹口1-18-15

中央区笹口1-17-21

37 鶏肉料理と新潟地酒居酒屋 ハツ

1日（木）18:00〜23:00／2日（金）18:00〜24:00／3日（土）18:00〜24:00

1日（木）17：00〜24：00／2日（金）17：00〜24：00／3日（土）17：00〜24：00

4日（日）18:00〜23:00／5日（月）定休日／6日（火）18：00〜23：00

4日（日）定休日／5日（月）17：00〜24：00／6日（火）17：00〜24：00

7日（水）18：00〜23：00

7日（水）17：00〜24：00

チケット：1枚

チケット：1枚

Ｔボーンステーキや牛ハラミステーキなど
塊肉が大人気なお店です。骨付き鶏もも肉の
コンフィや山盛りローストビーフなどお酒に
合わせておつまみなども豊富です。

拘りの素材を使った料理と誰が来ても自分の
好きな１酒をみつけることができるお店です。
特に鶏料理はオススメで、
鉄板のから揚げや
仕込みに1日かかる手羽先、
究極親子丼など
駅南で鶏料理を食べにお越しください！

中央区笹口1-19-19

中央区笹口2-10-23

さまざまなジャンルのお店が自慢の料理を用意して
皆さまのお越しをお待ちしています♪
店舗情報・ピンチョ情報は公式ＨＰでもご確認可能です。

3日（土）11:30〜14:30、17:00〜23:00／4日（日）定休日／5日（月）定休日

36 BISTRANTE GASSO

各店のバル街営業時間を確認後、
お好きなお店に、好きな時間にまわっていただいて構いません。

※ネット販売やコンビニ販売など、
前売り引換券をお持ちの方は、
イベント当日に受付本部にて本チケットとバル街MAPを引換致します。

流れ② さぁ、お店に行こう！
イベント当日（11/1〜11/7）になったら、
チケットとMAPを持って街に出よう！
お目当てのお店に着いたら、
まずはバル街チケット1枚を切り離しお店の方に
お渡し下さい。1ドリンクとピンチョ(おつまみ)を味わいながら、
一緒に参加した
仲間と話すも良し、
お店の店主と話すも良し、
はたまたとなりに座ったバル街
参加者とお店の情報交換をしても良し！楽しい会話で盛り上がっちゃって下さい♪
チケットは5枚or3枚綴り、1人で全部使っても、
グループでシェアしながら
使って頂いても構いません。使い方は自由です♪

もうちょっと飲みたい方に♪
【端数チケットサービスのご案内】

既に購入したチケットの台紙（半券以外の部分）をイベント当日バル街受付本部で
提示することで、
半券を追加でご購入いただくことができます。
（1枚800円、
枚数限定）
受付本部は全日程20時頃までとなります。

ぜひ気になるお店をたくさん制覇してみて下さい♪

企画・運営 にいがたバル街実行委員会
公式ホームページ http://niigata-bar.com/
事務局：TEL:025-250-5436 イベント当日：070-5371-7131

