
南紀勝浦
まちなかバル
2014.3.1㈯・2㈰・3㈪

バルとは、スペインの街角
で多く見られる立ち飲みス
タイルの飲食店のこと。
それらを“はしご”するのが
バルの楽しみ方です。

バルとは？

残ったチケットはあとバルで
使用できます。バルチケットを
600円分の金券として参加
店舗で使用できます。期間
は平成26年３月4日㈫～
3月９日㈰まで。

あとバル
余ったチケットが使える

「あとバル」って何？

１ 2 3 4参加者はバル
チケット（３枚綴り
2,000円）を購入。
※購入時にマップを
お渡しします。

マップを参考に
気になる店舗を
チェック。

チケット１枚と
引き換えにお店自
慢のバルメニュー
（１ドリンク＋１フー
ド）を楽しむ。

その後、２軒目、
３軒目と食べ歩き、
飲み歩き、まち歩き。

まちなか
バルの
楽しみ方

バルチケット
※2月26日㈬販売開始 発売場所

役場観光産業課、那智勝浦町観光協会、
南紀勝浦温泉旅館組合、南紀くろしお商工会、
バル参加各店舗（予定）（３枚つづり）

2,000円
主催／那智勝浦町観光地魅力アップ推進委員会
お問合せ／事務局（役場観光産業課内）
 TEL 0735-52-0555

詳細はホームページにて順次公開します。
http://www.town.nachikatsuura.lg.jp



1 めはり寿司　二代目 2 おばんざい　蛍 3 お食事処　おがわ 4 お食事処　大和

☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー

住所：那智勝浦町築地2-2-6 TEL:0735-52-1670 住所：那智勝浦町朝日1丁目5 TEL:0735-29-1023 住所：那智勝浦町築地2-4-3 TEL:0735-52-5602 住所：那智勝浦町築地4-2-1 TEL:0735-52-5738

通常営業/11:00～20:00　休：不定休 通常営業/11:00～13:30,17:00～0:30（L.O）　休：日曜ランチ 通常営業/11:00～14:00,16:00～22:00　休：木曜 通常営業/10:00～17:00　休：木曜

5 ほんまもんまぐろ丼の店　山賀 6 まぐろ料理　ますだや 7 まぐろ三昧　那智 8 中国料理　大将閣

☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー

住所：那智勝浦町築地4-2-1 TEL:0735-52-3117 住所：那智勝浦町築地5-2-14 TEL:0735-52-7466 住所：那智勝浦町築地2-3-10 TEL:0735-52-1046 住所：那智勝浦町勝浦398-1 TEL:0735-52-0310

通常営業/10:00～18:00　休：不定休 通常営業/11:00～14:00,16:00～21:00　休：火曜 通常営業/11:30～14:30（L.O）,17:30～22:30（L.O）　休：不定休 通常営業/11:00～14:00,17:00～21:00　休：不定休

9 川柳 10 味処　ゆや 11 いろは寿司 12 十割そば　森本屋

☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー

住所：那智勝浦町築地4-3-27 TEL:0735-52-0860 住所：那智勝浦町朝日2-248 TEL:0735-52-5577 住所：那智勝浦町築地4-4-5 TEL：0735-52-0760 住所：那智勝浦町勝浦451 TEL：0735-52-4578

通常営業/8:00～16:00　休：不定休 通常営業/11:30～14:00,17:00～21:30（L.O）　休：月曜 通常営業/11：00～13：30,16：30～23：00　休：水曜　　　 通常営業/11：00～14：00,17：00～20：00　休：第２・４火曜

13 義兵衛 14 八雲鮨 15 網元 16 アマアイ

☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー

住所：那智勝浦町築地4-3-24 TEL：0735-52-2888 住所：那智勝浦町勝浦371-21 TEL:0735-52-3101 住所：那智勝浦町築地8-6 TEL:0735-52-1239 住所：那智勝浦町築地5-2-10 TEL:0735-52-0181

通常営業/11：30～14：00、17：00～21：00　休：火曜 通常営業/12:00～13:30,17:30～20:30　休：木曜 通常営業/11:00～13:30,17:00～20:00　休：不定休 通常営業/11:30～0:00　休：水曜、第１木曜、不定休

17 カフェ＆お食事　東洋亭 18 勝浦海産物センター 19 掘忠酒店 20 那智かまぼこセンター　蓬莱乃湯

☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー ☆バルメニュー

住所：那智勝浦町築地3-3-1 TEL:0735-52-5248 住所：那智勝浦町築地5-1-1 TEL:0735-52-4545 住所：那智勝浦町築地3-3-6 TEL:0735-52-0223 住所：那智勝浦町市野々3917 TEL:0735-55-0088

通常営業/8:30～20:00　休：木曜 通常営業/8:00～17:00　休：無休 通常営業/8:00～20:00　休：日曜

①めはり寿司　二代目
　11:00～20:00
②おばんざい　蛍
　17:00～0:00
③お食事処　おがわ
　11:00～14:00、16:00～22:00
④お食事処　大和
　10:00～17:00
⑤ほんまもんまぐろ丼の店　山賀
　10:00～18:00
⑥まぐろ料理　ますだや
　11:00～14:00
⑦まぐろ三昧　那智
　11:30～14:30、17:30～22:30
⑧中国料理　大将閣
　11:00～14:00、17:00～21:00
⑨川柳
　8:00～16:00
⑩味処　ゆや
　17:00～21:30　※3日（月）は定休日

⑪いろは寿司

　11：00～13：30、16：30～23：00

⑫十割そば　森本屋

　11：00～14：00、17：00～20：00

⑬義兵衛

　11：30～14：00、17：00～21：00

⑭八雲鮨

　12:00～13:30、17:30～20:30

⑮網元

　11:30～13:30、17:00～20:00

⑯アマアイ

　11:30～0:00

⑰カフェ＆お食事　東洋亭

　9:00～17:00

⑱勝浦海産物センター

　8:00～17:00

⑲堀忠酒店

　1日（土）　8:00～11:00（※勝浦漁港にぎわい広場にて）

　　　　　 13:00～20:00（※実店舗にて）

　2日（日）　8:00～11:00（※勝浦漁港にぎわい広場にて）

　3日（月）　8:00～20:00（※実店舗にて）

⑳那智かまぼこセンター　蓬莱乃湯

　1日（土）・2日（日）　10:00～21:00

　3日（月）　　　　　11:00～21:00

①串かつ2本、珍味
　＋生ビール
または
②めはり寿司（3個）、
串かつ2本、みそ汁

季節の野菜の煮物
＋ウーロン茶

まぐろ竜田揚げ
＋生ビール（小）
or ウーロン茶

ミニまぐろ丼
（まぐろorユッケ）
＋小鉢１品（バター炒め）

看板メニューはミックス丼です。まぐろの切身・中トロ・中おち・ネギトロ・
イカが入った贅沢丼です。お一人様でもお気軽にお越しください。

勝浦港で水揚げされた新鮮なまぐろ寿司とまぐろの珍味をご用意してい
ます。みなさまのご来店をお待ちしています。

当店で人気の鮪を使ったテイクアウトメニューや一品など種類豊富なお
料理がございます。お一人様でも気軽にお立ち寄りください。

紀州勝浦産生まぐろを中華風にアレンジした小鉢をどうぞ。鮪料理をは
じめ本格中華をご用意し、皆様のお越しをお待ちしています。

まぐろの珍味 or くじら
の珍味
＋生ビールor瓶ビール

まぐろ寿司3貫
＋小鉢

カツロール or
梅ネギトロ
＋１ドリンク

鮪の小鉢3品（角煮・
胃袋煮・まぐろ甘酢）
＋生ビール

当店自慢のめはり寿司・さんま寿司をご用意しました。みなさまのご来店
をお待ちしております。

料理のメニューはもちろんのこと、お酒のメニューも焼酎、カクテル、梅
酒等豊富で楽しめます。※3日（月）は定休日です。

くじらやイルカの寿司・さしみもあります。

各店舗バル時間「二代目」の代表メニューをお気軽にお召し上がりいただくことができる
バルメニューをご用意してご来店をお待ちしています。

旬の野菜を中心に炊いた料理や、旬の日本酒を取り揃えています。当店
の料理は、全て温泉水で作っているので体に良いですよ。

地元ならではの生まぐろを使って美味しい竜田揚げに仕上げました。是
非お越しください。

店主こだわりの絶品生まぐろを是非ご賞味ください！！

町屋風の風情のある建物。こだわりの十割そばもぜひご一緒に。

めはり寿司・さんま寿司
の盛り合わせ
＋お吸いもの

マグロとネギの
串揚げ
＋１ドリンク

おまかせにぎり５種
まぐろのお造り
＋生ビールorお酒

まぐろだけでなく、地魚や一品メニューも豊富。カウンターと座敷をご用
意。お一人様でもゆっくり楽しめます。

当店自慢の小鉢と１ドリンクのセットをご用意しました。是非お気軽にお
立ち寄りください。

当日おすすめの小鉢とお好きな１ドリンクをどうぞ。みなさまのお越しを
お待ちしております。

バルメニュー以外にもケーキなどもご用意しております。ごゆっくりして
いただけます。 南紀勝浦まちなかバルの楽しみ方

通常営業/11:00～21:00（火曜以外の平日）,10:00～21:00（土・日・祝）,

12:00～21:00（火曜） 休：無休

①バルチケットを購入（３枚つづり/１冊）２，０００円
　販売箇所：当日本部（那智勝浦町バスターミナル※予定）、那智勝浦町
観光協会、南紀勝浦温泉旅館組合、南紀くろしお商工会、一部参加店舗

②チケット＆マップを片手に気になるお店へ行きましょう♪

③バルチケット１枚で、各店自慢のバルメニューを楽しめます

④バルメニューを楽しんだら、次の店へと食べ歩き。
　バルチケット１冊でお好きな３軒の食べ歩き、飲み歩きが楽しめます。
　（飲食店だけでなく、テイクアウトや日帰り温泉施設も。。。）

⑤期間中にチケットが使い切れなかったら。。。
　あとバル期間中（3月4日～3月9日）は、バル参加店舗にて1枚600
円分の金券としてご利用いただけます。（※一部店舗で実施していない
場合があります。）

～マナーを守って楽しみましょう♪～
・バルチケット１枚はお一人様でお使いください。
・お店を巡るのがまちなかバルの楽しみ方。混雑時などは、概ね30分程
度で次の方へ席をお譲りください。
・飲酒運転は絶対にお止めください。

～最新情報＆お問い合わせ～

Facebook:https://www.facebook.com/nankikatsuuramachinakabar
TEL:0735-52-0555（那智勝浦町観光地魅力アップ推進委員会）

いちごは採りたて那智勝浦町太田産。お一人からお気軽にお立ち寄りく
ださい。

御自由にお茶をお飲みいただき、お休みいただけるフリースペースを
御用意いたします。

梅酒・地酒試飲できます。※曜日によりバル実施店舗が異なりますので
ご注意ください。詳しくは右上段各店舗バル時間を参照ください。

ご入浴とコーヒーもしくはソフトクリームをお召し上がりいただけるお
得なセットを用意しました。お気軽にご利用ください。

①いちごパフェ ＋ ドリンク
または
②ホットドッグ＆バニラアイス
 ＋ ドリンク
※ドリンクは下記からお選びください。
コーヒー（hot/ice）、ウーロン茶、
紅茶（hot/ice）、カルピス

①生まぐろ刺身（１舟）
または
②おつまみ＋地ビール１缶
または
③ミニちくわ３本セット

特別純米酒「勝浦浪漫300ml」 or
純米酒「那智の滝300ml」 or
焼酎「富士白無限（麦or芋）300ml」or
赤い梅酒300ml or
蜂蜜梅酒300ml or
和歌のめぐみシリーズ180ml
＋プチ生まぐろマスコット

入浴
＋貸タオル（大・小）
＋ソフトクリーム or
コーヒー

枝豆＋小鉢
＋生ビール

小鉢
＋生ビールほか
お好きなドリンク1杯

小鉢
＋生ビールほか
お好きなドリンク1杯

前菜３種盛り
＋１ドリンク
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