
■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース■ 開催場所　近鉄四日市駅周辺の飲食店 （86 店舗）　　■ 当日受付　文化の諏訪駅 インフォメーションブース

開催時間 11:00～24:00 （受付時間 22:00 まで）開催時間 11:00～24:00 （受付時間 22:00 まで）

主催／四日市まちなかバル実行委員会　　<お問い合わせ先 >四日市観光協会 ☎059-357-0381（10:00～19:00）http://kanko-yokkaichi.com/
構成団体／諏訪栄町地区街づくり協議会、一番街商店街振興組合、諏訪西商店街振興組合、諏訪商店街振興組合、四日市観光協会、まるごと四日市地域ブランド、AROUND４、四日市商工会議所、なちゅらる市場
後援／四日市市　協賛・協力／近畿日本鉄道（株）、（株）シー・ティー・ワイ、エフエムよっかいち（株）、三重交通（株）、すわ公園交流館

四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。

詳しくは http://y-machibar.com検 索四日市まちなかバル
まちバルイベント当日にチケットを使いきれなかった方を対象にチケット 1 枚あたり750 円で、イベント終了後、金券として使用できます。あとバル開催期間5月31日 （日）～ 6月7日（日）

あとバルとは

がセットになったお得なプランがございます！ のセットもございます。
＋ ＋ お酒を飲むならお得な近鉄電車セットプランで四日市まちなかバルへ行こう！

セットプランのお問い合わせは近鉄四日市駅営業所（☎059-351-3004）まで http://www.kintetsu.co.jp
乗車券 特急券 チケット ＋乗車券 チケット近鉄電車で

四日市まちなかバルに
ご参加の方は

四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。四日市の街中を美味しく楽しめる、グルメな2日間です。

第 3 回第 3 回

で食べて飲み歩くイベント！で食べて飲み歩くイベント！料理 1ドリンク＋＋ ＋＋ お好きな
   店舗4自慢の2種類から１品

※画像はイメージになります※画像はイメージになります 関（5/30）・桑名（5/31）の「御木曳行事」に合わせ、四日市駅前では「四日市まちなかバル」を開催！関（5/30）・桑名（5/31）の「御木曳行事」に合わせ、四日市駅前では「四日市まちなかバル」を開催！

3,000円 （共にバルチケット4枚綴り）3,500円前売券 当日券チケット販売価格

四日市まちなかマルシェ四日市まちなかマルシェ四日市まちなかマルシェ

5月27日（ 水）
5月 30日（ 土）

【開催場所】 キタオカ交差点周辺【開催場所】 キタオカ交差点周辺【開催場所】 キタオカ交差点周辺

【お問い合わせ先】 なちゅらる市場 090-5874-9513【お問い合わせ先】 なちゅらる市場 090-5874-9513

バルチケットも1枚 750円の金券として使用可能

12:00～19:00 

新鮮な野菜や果物から手作り雑貨まで、こだ
わりの１品を対面販売形式で販売。

すわまちなかバルライブ♪すわまちなかバルライブ♪すわまちなかバルライブ♪

【お問い合わせ先】  すわ公園交流館　059-350-8411【お問い合わせ先】  すわ公園交流館　059-350-8411

5月27日（ 水）15:00 / 17:00 （2ステージ）

5月30日（ 土）15:00 / 17:00 （2ステージ）

【開催場所】キタオカ交差点周辺【開催場所】キタオカ交差点周辺

【出演者】浅羽由紀（ピアノ弾き語り）ほか （予定）

【出演者】Pretty September（ジャズ・ボサノバ）

四日市市商店街活性化イベント事業

チケット販売について…

チケット販売場所…前売券：四日市観光協会（10:00～19:00 ）、近畿日本鉄道駅営業所（乗車券付チケット）、文化の諏訪駅、参加店舗一部（がきんち / かちてば / Porcellino/ 三重うまし国横丁 四日市宿）
　　　　　　　　　当日券：文化の諏訪駅 インフォメーションブースにて

よりチケット販売&インターネット予約開始平成 27年 4月 29日（水）

※まちバルへの参加は、バスや電車など公共交通機関をご利用下さい

2015ファイナリストも参加します！

当日は



バルはバー（Bar）のスペイン語読みで、スペインの街

角にあるコーヒーやビールなど一息つくために気軽に立

ち寄れる飲食店のこと。まちで開催されることと合わせ

て、まち＋Bar（バル）＝まちバル、「まちなかバル」と

呼ばれ、「まちの賑わい創り」事業として現在、全国各

地で開催されている大型の食べて飲み歩くイベント。4

枚綴りのチケットを購入し、バルマップ掲載の参加店舗

にて自慢の一皿とドリンク一杯を楽しもう !!  

とは…

気になるお店・行きたかったお店・知らなかったお店をハシゴ！

近鉄四日市駅周辺の人気飲食店が続々参加 !!

四日市の街中を美味しく
　　　　楽しめるグルメな2日間です。

チケット購入方法
参加店一覧

aidokoro 千夜酒場
鮮
あさひ食堂
アサヒビアケラー
a/f カフェ
炙家きらく
アンゴロ
igozzo
出水庵
伊勢志摩食堂
一楽
芋んちゅ 四日市店
いもんちゅ別邸 四日市店
in domo GORO 
魚初
うっかり八兵衛
うま安
おいないさ
大鯛寿司本店
OXO 近鉄四日市店
俺の店 みらくる
おんどる
Casa Tabe
がきんち
ガキンチ
かちてば
がちま家
カティサーク
カフェ ヌフ
カミナリ屋　
パスタ カリーノ
ぎなぎな
きみちゃんらーめん
銀ぶし
串焼道場 1号店 
串焼道場 2号店
くし壽
GURI
香呂木 
胡馬
さどおけさ
志庵
じぁんが酒場
じぁんが四日市駅前店
しまぐち屋
‐鷲 ‐
新味覚
諏訪栄町珈琲
ソウルオモニ
大感謝
ダブルファンタジー
TAMO -BASE-
Ciccio Poccio
ちゃん四日市店
てっせき。
手羽先太郎 中店
手羽先太郎 本店
てん
トンテキ酒場
TONDOKORO GIN
なおまる
仲見世
呑もうや
華○小僧
日の出らーめん 四日市分店
風来坊　四日市店
Fourth Garden
Buddha
Free Style
Porcellino
White Blue
masu-masu
丸一うどん
ヤマコー
ゆるり屋
宵の月
四日市みやび
四日市バール
ラーメンちゃん neo
ラジカフェアパートメント
Last Waltz
LANAI
竜の鈴
りんてつ
レッズバーガーストア
ワバール

● WEB予約

● 窓口で直接購入

平成27年 4月 29日（水）～平成27年 5月 26日（火）

● 近鉄乗車券付チケット

4 枚綴りのバルチケットは、前売り 3,000 円（1枚 750円）、当日券は 3,500 円（1枚 875円）。
前売り券が断然お得です！ 前売り券・当日券ともに枚数限定のため、売り切れる前に購入を！

4枚じゃ物足りない方は、是非事前にまとめ買いを！ 1 冊を複数のお客様と一緒に使用できます。また、余ったチ
ケットは、「あとバル」参加店舗で 750円分の金券として使えます。（現金払いのみ）

http://y-machibar.com　内のフォームに必要事項を入力の上、送信してください。
お申込み後に料金の振り込み方法と受付番号をご案内致します。当日、インフォメーションブース（文化の諏訪駅）
にてお名前と受付番号を確認後、チケットをお渡し致します。

「四日市まちなかバル」チケットと近鉄電車往復乗車券をセットにしたお得なプラン !! 
当日、インフォメーションブースで「四日市まちなかバル」参加券とバルチケットを交換してください。
※「四日市まちなかバル」参加券のみの発売はありません。

当日券 1 冊（チケット 4枚綴り）3,500 円（税込み）

窓口／四日市観光協会（近鉄四日市駅 1F 四日市物産観光ホール内） 
開館時間／ 10:00 ～ 19:00 
電話番号／ TEL：059-357-0381 

◆販売価格　3,000 円（4枚綴り）
◆販売期間　平成 27年 4月 29日（水）～平成 27年 5月 26日（火） 

参加店舗一部（がきんち ／ ポルチェリーノ ／ かちてば ／ 三重うまし国横丁 四日市宿）

発売期間　平成 27年４月 29（水）～5月 25日（月）

（営業時間／平日 10:00 ～ 19:00　土・休日 9:00 ～ 18:00 ）お問合せ・お申込み／下記の近鉄駅営業所まで

近鉄名古屋駅営業所　TEL：052-561-4986 
近鉄四日市駅営業所　TEL：059-351-3004 
伊勢中川駅駅長室　　TEL：0598-42-1101  

近鉄蟹江駅駅長室　TEL：0567-95-2076  
白子駅駅長室　　　TEL：059-386-0024 
宇治山田駅営業所　TEL：0596-20-6133 

桑名駅駅長室　TEL：0594-22-0045  
津駅営業所　　TEL：059-229-6535
鳥羽駅駅長室　TEL：0599-25-2126 

＜チケットの取扱い上の注意事項＞　購入いただきましたチケットの換金はいかなる場合もお応えできませんのでご了承ください。

平成27年 5月 27日（水）11：00～ 22：00
平成 27年 5月 30日（土）11：00～ 22：00 

インフォメーションブース（文化の諏訪駅）　
四日市市諏訪栄町 14番 8号

時
間

販
売

場
所

販
売

前売券 1 冊（チケット 4枚綴り）3,000 円（税込み）

※参加店舗に関しましては一部変更になる可能性がございます。予めご了承下さい

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

※　　　　初参加の店舗になります初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加

初参加


