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１ CASUAL DINING EU Cafe

EU Café は " 昼から女性を酔わす専門店 " です
www。当日も沢山飲んでいただきますね！
『昼の深酒から夜のコーヒー 1 杯まで♪』お待
ちしております！

14:00~19:00

東坂之上町 3-4-3

旬の握り 3 貫と自家製玉子焼き。佐渡産ナンバ
ンエビとマグロ赤身、日本海で採れた真鯛。
シャリは栃尾産農家さん直送のコシヒカリです。
飲み物は生ビール、日本酒は吉乃川、景虎、ソ
フトドリンクです。ご来店お待ちしております。
東坂之上町 3-2-9

☎36-0130

長岡の名物「洋風カツ丼」をはじめ、定番の洋
食メニュー「ナポリタン」「ハヤシライス」「オ
ムライス」や王道メニュー「ステーキ」「ビー
フシチュー」など手作りソースとともに味わっ
てください。
城内町 3-5-1 ☎33-2611

【通常営業】11:00~14:00 17:00~21:00 【休】火曜

４ フランス酒場 meli-melo

m

いつも沢山の方々にご来店頂き本当にありが
とうございます。今回のバル街ではメリメロ
の３大人気食材が登場。お酒に合う一皿へ仕
立てた厳選３品から１品をお選びください。
今回も楽しいことやります。

14:00~ 限定300食

城内町 3-3-4 M&M ビル１F

５ JIKIN'S cafe

18:00~24:00

☎88-9098

【通常営業】11:30~14:00 17:30~23:00 【休】日･祝日

駅近隠れ家的ダイニングバーです。創作料理を
中心にパスタからデザート、カクテルも豊富に
揃えています。当日は当店で好評のピンチョス
を３種盛りをご用意しております。
城内町 3-893-36 丸山ビル 2F

【通常営業】18:30~26:00 【休】日曜

☎37-2883

６ 和風居酒屋 道

村上、寝屋漁港直送の鮮魚を使用した料理と
共に、新潟県内のお酒をゆっくりと楽しんで
いただける空間をご提供いたします。当日は、
数量限定の日本酒も用意してお待ちしており
ます。

15:00~19:00

城内町 2-6-22 ホクエンビル 2F

☎32-6088

【通常】平日 /17:00~23:00 金･土･祝前日 /17:00~24:00【休】日曜

城内町2-6-22 ホクエンビル B1F-2号 ☎35-4500

【通常営業】11:30~22:00 【休】日曜

８ もつ焼 まるはち

昼飲み営業ができる良心的、アットホームな
もつ焼き まるはち です！最近では中華そばの
提供もはじめました！いろいろな使い方で楽
しんでください！

普段、敷居が高いと思われがちなオーセンティン
グバーですが、ぜひ、ながおかバル街をきっかけ
にお立ち寄りいただければ幸いです。当日はドリ
ンク 50 種類以上からチョイス。ピンチョス 3 点
盛りをご用意してお待ちしております。

15:00~21:00

坂之上町 2-3-6

☎34-3305

大手通からちょっと入ったイタリアンカラーの
看板が目印。旬の食材を使い一皿一皿丁寧に作っ
ております。当日は、もち麦リゾットボロネーゼ、
海老ムースパイ包み、ミートボールのトマト煮
を生ビールやワインとともにお楽しみください。
坂之上町 2-4-8

☎35-6743

17 フランス菓子 ダンファン

注文を受けてからカスタードクリームをつめる
シュークリームの店。
当日は３つの味のムース（チョコ、抹茶、いちご）
を包んだケーキとバル街限定の特製シューです。

14:00~20:00

渡里町 2-1

☎39-4208

長岡開府４００年を記念し、長岡の食文化と共に
発展してきた醸造、発酵をテーマにとらえ、uoni
らしいピンチョスをご提供いたします。
この機会に長岡の食文化の素晴らしさを感じて頂
きたいと思います。

☎76-0136

【通常】月･水･木 /16:30~24:00 金･土･祝前日 /16:30~25:00
日 /16:30~23:00 （Lo いずれも 30 分前）
【休】火曜（祝前日の場合営業、翌水曜休）

21 コーヒーハウス ミチル

当日はコーヒーはもちろん、毎回ご好評をいた
だいていますデザートの盛り合わせプレート、
お肉料理のピンチョスと各種アルコール類をご
用意しまして、皆様のご来店をお待ちしており
ます。
大手通 1-5-1 ☎36-8423

【通常営業】平日 /8:00~19:00 日･祝日 /11:00~18:00 【休】土曜

22 SHOWA なつかしや

昭和レトロ感いっぱいのお店です。当日は当店
自家製のホルモン煮込み、数量限定の早いもの
勝ち。ご来店お待ちしております。

大手通 1-5-2

17:00~22:00

くずしフレンチの日本酒バル カネせ商店がリニューアルオープン !! 以前より
もっとリーズナブルに､もっと気軽に､もっとワイワイと楽しいお店に生まれ
変わります！ バル街当日はお披露目的な意味合いも込めまして定番人気メ
ニューと限定メニューを組み合わせたスペシャルなピンチョスをご用意♪
ドリンクメニューもこだわりの日本全国の日本酒に加え､サワー等もご用意致
します！

15:00~ 限定250食

大手通 1-4-9 メゾン大手 1F

☎37-3137

【通常】火 ~ 木 /17:00~24:00 金土祝前日 /17:00~25:00 日 /15:00~22:00
※それぞれ閉店の 1 時間前がフード Lo、30 分前がドリンク Lo 【休】月曜

30 ダイニング･カラオケ グランピア

m

お食事＆カフェの席や、最新機器のカラオケが楽
しめるお店です。バル街当日は、オリジナルピン
チョスと多種類ドリンクをご用意して皆さまをお
待ちしております。

14:00~24:00

大手通 2-6 フェニックス大手イースト 1F

【通常営業】10:00~ 翌 5:00 【休】なし

31 とちおの洋食屋さん espoir

☎86-8793

＠まちなかキャンパス４F にて出店

17:00~21:00

栃尾宮沢 1705-18

32 Catering 割烹 わだの

15:00~21:00

☎52-4811

【通常】ランチ /11:00~14:00 カフェ /14:00~17:30 ディナｰ17:30~21:00
お惣菜販売 /11:00~21:00 【休】水曜、第三の火曜日

＠まちなかキャンパス４F にて出店

去年 11 月に喜多町にオープン。伝統的な日本料
理に遊び心をプラスして、親しみやすい和食を
提供しています。
初参加となるバル街では、長岡の四季を感じる
お料理をご用意致します。お楽しみに！
西津町 3800-5 スカイラークビル 1F ☎77-7299

【通常】火 ~ 木 /17:30~22:00(Lo21:30) 金土 /17:30~23:00(Lo22:30)
【休】日･月曜

33 カフェド MOMO

アットホームな小さなカフェです。
火曜日から金曜日は日替わりランチしてます。
お気軽にお立ち寄りください。

14:00~19:00

大手通 2-1-29

☎32-0441

【通常営業】9:00~14:00 【休】日･月曜

東坂之上町 1-2-1

☎33-2102（レストラン直通）

【通常営業】6:30~21:00（Lo20:30）【休】なし

39 季節料理と地酒 南天

市内全 16 蔵の銘酒と、季節の料理や手軽な定食
が楽しめます。
日本料理コンペティション優勝者の料理長が、
黄金豚の炙り焼きや鱒の一口寿司などをご用意。
地酒とともにお楽しみ下さい。

17:00~21:00

東坂之上町 1-2-1

☎33-2111

【通常営業】11:00~14:00 17:00~21:00（Lo20:30）【休】なし

40 中国料理 桃花苑

コース料理の予約限定で営業している桃花苑を
特別オープン。
海老のチリソース、チキンのローストパクチー
ソースなどのピンチョスをお楽しみ下さい。

17:00~21:00

41 Dining Pʼs

14:00~24:00

東坂之上町 1-2-1
※バル街特別オープン

☎33-2102（レストラン直通）

今回も手作りピンチョスをお楽しみください。
デザートピンチョスも数量限定ですのでお早め
に。楽しいバル街になるよう、スタッフ一同ご
来店お待ちしています。
東坂之上町 1-5-8

☎36-8321

☎37-3510

49 和･洋料理 松葉館

17:30~22:00

名物タンシチュー､グラタンなどの洋食や刺身、
揚げ物､焼き物等の和食の店です。２F 個室（要予約）
１F はカウンターと小上がりがあり､気軽にお立
ち寄りいただけます。
当日は当店名物のタンシチューを入れたピンチョ
スを予定しております。
坂之上町 1-1-4 ☎32-2839

【通常営業】17:00~22:00（Lo21:30）【休】日曜

50 遊食居酒屋 なじらてい

早朝の魚市場からの鮮魚やお米を食べて育った
長岡ポーク、酒饅頭などを使ったオリジナルメ
ニューが盛りだくさん。通年提供の各種鍋料理
（ねぎ豚しゃぶ、火鍋、疲労回復鍋など）やドリ
ンク 2 杯付の晩酌セットも人気です。

14:00~22:00

殿町 1-6-2 川上ビル 1F

☎34-0655

【通常営業】19:00~23:00 【休】日曜

51 BAR 101PROOF

おかげさまで今年で 24 周年。今回のバル街メ
ニューは季節のフルーツカクテルとスイーツを
御用意してお待ちしています。

19:00~23:00

殿町 2-3-4 2F

☎32-5341

【通常営業】20:00~26:00 【休】不定休

52 山葵

母ちゃん頑張ってます！カウンター越しの会話
も楽しめる居心地の良さと母さんの味を楽しん
でください。
当日は椀ものをご用意いたします。
殿町 3-1-8

☎39-4117

【通常営業】16:00~23:00 【休】日曜

本格的なメキシコ料理を長岡で！！生まれも育
ちもメキシカンなスタッフがスペシャルメ
ニューでお迎えします。

17:30~22:30

東坂之上町 1-3-14

☎34-5198

【通常営業】11:30~14:00 17:30~23:00（Lo22:30）【休】月曜

昨年 11 月にオープンしたインド・ネパール料理
のお店です。本場の職人が作るタンドリー釜料
理のスペシャルメニューでお待ちしております。
美味しく楽しくお待ちしております。

14:00~24:00

4４ WOW CAFE

21:00~24:00

東坂之上町 1-3-10 ドルミー六番館 1F

【通常営業】11:00~14:00 17:30~24:00 【休】なし

☎84-7798

東坂之上町 1-3-10 ドルミー六番館 2F

にいがたバル街

好きなお店で使えちゃう！

5/26（土）

ながおかバル街
6/ 7（木）8（金）

越後むらかみバル街
6/9（土）

" 音楽とともに流れる最高の時間をお届け ""
生歌・生演奏アーティストによる本格ステージ "
一期一会の出会いが待っている。
忘れてはいけないのが音楽と相性抜群の食事！

【通常営業】18:00~ 翌 3:00 【休】月曜

〜 1 つ の チ ケ ッ ト で 県 内 4 都 市 ハ シ ゴ 酒 〜

5/18（金）19（土）20（日） ４都市合計約 210 店舗の中から

43 インドキッチン ナン･カレーハウス

☎86-7303

☎35-2933

【通常営業】18:00~26:00 【休】日･祝日

55 中国四川料理 喜京屋

中国 4000 年の歴史が生んだ「豆板醤」
「白酒」。
長岡開府 400 年、摂田屋星野本店「越後みそ」
「醤油」2 つの歴史がコラボし焼き上げた「深
雪もち豚チャーシュー」新鮮野菜添えをご用
意いたします。
殿町 1-3-9 ☎32-2417

14:00~20:55

【通常営業】11:00~21:30（Lo20:55）【休】火曜

56 割烹 魚仙

越後地酒専門店です。地魚料理と長岡野菜を
使ったお料理をご用意しております。
当日は新潟地酒 3 種類とおつまみワンプレー
トをどうぞ。カウンター席をバル街用として
ご用意致します。
殿町 1-3-4

16:30~22:30

☎34-6126

【通常営業】17:00~23:00 【休】日曜

57 割烹 魚よし

魚屋からスタートした割烹料理店です。通常
は 4 名〜80 名様の大小ご宴会、仕出しを承っ
ております。当日は自慢の品三点盛りでお待
ちしております。ちょっと足を延ばして割烹
の味をお楽しみください。
弓町 2-5-1

14:00~19:00

☎32-1165

【通常営業】予約制 【休】不定休

58 割烹 春六

JR 長岡東口より徒歩３分。落ち着いた民芸調
の店内で鰻、釜めし、郷土料理が自慢です。
日曜営業始めました♪
当日は、地酒の飲み比べ、自家製フルーツ酒
などご用意しお待ちしております。
台町 2-5-23

17:00~22:00

☎35-4300

【通常営業】11:30~14:00 17:00~22:00【休】月･祝日

59 洋酒バー チェロキー
音楽好きが集まる店。当日ライブありますよ。

※席数があまりないため 6 名様以上でのご来店はお控
え頂けると幸いです。

16:00~21:00

【通常営業】18:00~25:00 【休】不定休

殿町 3-3-12 鈴屋ビル 2F

【通常営業】20:00~ 翌 3:00 【休】日曜

42 メキシカンレストラン Camino Real（カミノレアル）

栃尾のお野菜や昔ながらの和の食材を最新の調理
法で、新しいフレンチをご提案いたします。
バル街ではお肉 55℃世界 ~ 温野菜のピンチョス
~ 塩麹のバーニャカウダソースをご用意します。

☎37-4340

【通常営業】11:00~14:00 17:00~23:00 金･土･祝前日 24:00 まで
【休】日曜（翌日祝日の場合営業）

☎36-3366

【営】火〜金 /17:00~23:00 土 /12:00~23:00 日 /12:00~21:00
【休】月曜

29 ??? 旧くずしフレンチの日本酒バル カネセ商店

16:00~21:00
m

☎86-7867

カウンター 13 席のちいさなお店です。
当日はウイスキー、オリジナルカクテルをご用
意します。

殿町 3-1-3

14:00~16:00

いといがわバル街
※他都市のバル街参加の際、バルマップをご希望の方には
各本部にてお渡しいたしますので、チケット（半券可）の提示をお願いいたします。

台町 2-5-23 春六ビル 2F

18:00~22:00

【通常営業】19:00~24:00 【休】日曜

60 ホテルニューオータニ長岡 BAR 辛夷

開府 400 年記念スペシャルピンチョスをご用
意しております。
17 時までにご来店のお客様にはチョコッとプ
レゼントをお渡しいたします。

台町 2-8-35

☎37-2105

15:00~24:00(Lo23:30） 【通常営業】18:00~24:00（Lo23:30）【休】なし
◎バル街はお祭り！通常とは違うグラス︑お皿を使
用するお店もありますが︑美味しい味を届けたい
思いに変わりはございません︒

国内・外の旬な生牡蠣や牡蠣料理、野菜が美味し
く食べられるラクレットチーズなど多彩な料理と
お酒が気軽に楽しめるお店です。当日は牡蠣を使っ
たピンチョスをご用意してお待ちしております。
大手通 1-3-7 コスモ和第二ビル 1F ☎31-5220

手軽なランチからフレンチディナーまでお楽し
みいただけます。
ピンチョスは蒲原牛のサイコロステーキ、アボ
カドとトマトのマリネ 生ハム添えなどをご用
意。デザートセットもあります。

【通常営業】18:00~25:00 【休】月曜

48 Shot Bar J.BOY

15:00~20:00

38 レストラン ロワール

今回は肉バルで迫ります。人気のスペアリブと
手作りコンビーフ。自家農園のオーガニックベ
ジと仲良くコラボ！！老若男女、おひとりも大
勢もウエルカム！！
大手通 1-4-6 ドルミー駅前ビル 2F

☎39-7093

【通常営業】10:00~18:00 【休】木曜

殿町の隠れ家ビストロ。旬の食材を使ってビス
トロ料理に仕上げ、ワインと共にお楽しみいた
だけます。
当日はバル街特別メニューをご用意！楽しいバ
ル街をお過ごしください♪
殿町 3-2-14 ニュー白樺ビル 1F ☎34-9486

古民家を改装した空間で、蕎麦前と、魚沼産
魚沼在来種の蕎麦粉を使った手打ちの二八蕎
麦を楽しんで頂く店です。

◎店内での相席︑行列待ちではどうぞバル友の輪が
広がる会話で楽しんでください︒

20 オイスター＆ワインバル エストマゴ

18:00~24:00

28 お好み焼 花月

17:00~22:00

築 100 年のケヤキ蔵を使った Gallery＆Cafe。
手焼自家焙煎のこだわりのコーヒーとバル街だ
けの、特別メニューをお楽しみください。
本町 1-4-3

47 BISTRO BOULEAU BLANC

54 手打ち蕎麦 蕎麦前 わびすけ

◎お話しが尽きないこともきっとあるでしょう︒が︑
次のお客様へお席を譲っていただけると他のお客
様も︑お店も喜びます︒

大手通 1-3-8 コスモ和第二ビル 2F

【通常営業】17:30~24:00 【休】水･第 4 日曜

大手通 2-2-6 ながおか市民センター１F

☎32-1428

【通常営業】17:00~22:00 【休】日曜

殿町 2-5-1 ロイヤル長岡 B1 ☎37-1350

【通常】11:00~24:00 金･土 /11:00~26:00 日 /11:00~20:00 【休】火曜

☎35-9394

【通常営業】18:00~24:00 【休】日曜

と﹃市内十六酒蔵﹄
をピンチョ
︵つながりグループ様︶

☎86-7829

すずらん通りのオレンジ色のお店、ナガオカバル
Luigi です。今回は長岡野菜のミネストローネ、
越の鶏とハチミツトマトのピンチョス、サーモン
とクリームチーズのパイ包み焼きです。スタッフ
一同心よりご来店お待ちしております！
東坂之上町 2-3-5 ☎36-9770

【通常営業】17:00~25:00 【休】不定休

15:00~21:00

季節の魚料理を中心に県内のお酒が楽しめる店、
永年続く伝統の味と技を楽しんでいただければ
と思います。
バル街だけの九代目と十代目がコラボ。どうぞ
お楽しみください。
本町 1-2-13

地下に構えたカフェバー。ふわふわスフレパン
ケーキ、手作りソースのかき氷などのスイーツ。
ランチや、もちろんお酒やおつまみなどもご用
意しております。バル当日はかき氷かおつまみ
の二択からお選び頂いただけます。

17:00~22:00

36 魚吉 ＆ 十代目吉蔵

14:00~20:00

グリーンスムージーでビタミンチャージ！
栄養補給して長岡のバル街を楽しもう！

【通常営業】10:00~18:00（Lo17:30 ）【休】水曜

☎86-7969

46 地下甘味処 まつみ

殿町 3-1-6 ツチダビル第 2

18:00~24:00

︵時間についてはバル本部︑公式サイトにてお知らせ︶

東坂之上町 2-6-1 近藤ビル 2F

11 ナガオカバル Luigi

日本の旬をカジュアルに…
昨年の秋に続き 2 度目の参加です。
当日はオリジナルピンチョスをご用意いたします。
美味しく楽しくお待ちしております。

☎33-0440

栃尾谷内 1-1-2

【通常営業】18:30~24:00 【休】火曜

☎32-1030

バイク好きの親父が営む居酒屋。大型画面で
映画やスポーツ等を楽しみながら飲んで食べ
てください。

ス付きで計四百名様へお出しいたします︒

長岡初のシュラスコ専門店。塊の赤身肉を豪
快に串に刺して焼き上げ、お店全体でシェア
するスタイルです。
バル街初参戦 !! シュラスコ未体験の方、ぜひこ
の機会にいらっしゃってください !!

【通常営業】17:00~23:00 【休】日曜

19 Casual 割烹 tri（トライ）

16:30~22:00

10 エスタ･ゴストーザ

☎32-1009

16:00~22:00

37 Cafe 茶蔵

東坂之上町 2-1-7

＠プリン長岡にて出店

栃尾の街角にあるスペインバルスタイルのダイ
ニングレストラン。バル街には新メニューを考
案し皆さまに楽しんでいただけるピンチョスを
ご用意いたします！是非！お楽しみに♪

17:00~22:00

【通常営業】17:30~23:00（Lo22:30）【休】日曜

17:30~21:00

【通常営業】17:00~23:00 【休】日曜

表町 1-9-22

【通常】ランチ : 火 ~ 金の平日 /11:30~13:30 17:30~22:00（Lo21:00）
【休】不定休（日曜又は月曜）

◎飲酒運転は絶対におやめください！

☎34-5033

【通常営業】14:00~23:00 【休】水曜

渡里町 2-9

【通常】12:00~15:00（Lo14:00）18:00~22:00（Lo21:00）【休】日･祝日

☎36-7655

☎35-2188

53 居酒屋 亀家

◎﹁ま ち を 楽 し む﹂イ ベ ン ト と し て︑バ ル 街 の プ ラ
コップなどポイ捨てしないことをお願いします︒

城内町 2-5-6

17:00~21:00

東坂之上町 2-1-2

【通常営業】15:00~23:00 【休】月曜

27 タニタカフェ

17:00~23:00

【通常営業】9:00~19:00 【休】不定休

今年 6 月で 11 周年をむかえますます。
Jazz の店として充実して行きたいと思います。
当日は【SHOW★和】【華麗衆】の Live をお届
けします♪

大手通 2-1-17

35 Food Dining TOCHIO no BAR

イキよし！味よし！値段よし！
当日はすし＆ドリンクを。

14:00~17:30

【通常営業】11:00~14:00 17:00~20:30 【休】水曜

☎89-8839

【通常営業】17:00〜24:00 ※月･火ランチあり 【休】水曜

26 すし･和風料理 米八

17:30~22:00

【通常営業】11:30~21:00 【休】木曜 15 時閉店

16 クッチーナ･ヒコ ｰcucina hiko-

17:00~21:00

中華のおつまみと中国酒、そして定食などをリー
ズナブルに提供する懐の深いお店です。
バル街当日は、お料理とデザートの２種類の選べ
るピンチョスをご用意してお待ちしております。

15:00~22:30

バル限定スペシャル、大人気のナカタのカレーと
手作りナン。辛さ 1 倍、3 倍、5 倍、10 倍と選べます。
さあ、今宵は何倍にチャレンジ？生ビール、酎ハ
イ、ソフトドリンクでお待ちしております。

17:00~23:00

24 中華おつまみとお酒とごはん 巴馬

25 Jazz Cafe 音食

ポケットマネーで会席を…。
和食の基本を繰り返し丁寧に…を心掛けており
ます。
美味しい出汁に逢える店でお楽しみ下さい。

◎マナーを守って長岡の街を楽しみましょう

お一人様でも気軽に入れるリラックス空間。
アロマや、アクセサリー、ガレージセール ( 古
着 ) なども販売しております。

17:00~24:00

☎35-5836

15 レストラン ナカタ

☎94-5186

【通常】平日 /17:00~23:00（Lo) 土 /14:30~23:00（Lo)
日･祝日 /14:30~19:00（Lo）【休】火曜

９ キャラメルママ

16:00~22:00

坂之上町 2-3-6

【通常営業】18:00~26:00 【休】木曜

☎84-7484

東坂之上町 2-2-9 東坂之上ビル B1F

45 日本料理 此の花
“お母さんの手料理が自慢”
ご来店、お待ちしております。

【通常営業】17:00~24:00（Lo.23:00）【休】不定休

14:00~16:00 18:30~24:00

【通常営業】9:00〜19:30 【休】不定休

14 Caﬀe&Bar PASSAGE

16:00~21:00

大手通 1-3-2

【休】不定休

Y）今朝白 3-17-12 ☎37-0437

34 長岡藩

ALL バル営業で皆さまをお迎えいたします。
どうぞ素敵なバル街をお楽しみください。

14:00~24:00

【通常営業】11:30~13:30 17:00~21:30 【休】月曜

【通常営業】18:00 ~24:00

23 le.jardin（ル・ジャルダン）

◎恒例のふるまいは日本酒﹃牧野家﹄︵柏露酒造様︶

城内町 2-6-21 高木ビル 1F

14:00~21:00

☎35-0389

当日はクラフトビールなど変わったピンチョス、
ドリンクを用意します。
『オヤヂの文化祭 ~ 春 ~』 皆さまのお越しをお
待ちしております。
R）坂之上町 2-3-1 ☎89-7312

当日は、前菜 3 点盛りをご用意してお待ちし
ております！

14:30~22:00

東坂之上町 2-4-10 B1F

18 Restaurant uoni

７ Chika Kitchen

14:00~21:00

すずらん通りの Ritz ビル地下にあるそば屋です。
ふのりをつなぎにした口当たりの良いそばと手
作りのごま豆腐、おつまみセットのどちらかを
お選びください。皆さまのお越しをお待ちして
おります。

13 ビール酒場 Rhino & Yasunba Cafe

16:00~21:00

【通常営業】11:30~13:30 17:00~24:00 【休】不定休

３ 松キッチン

17:00~21:00

17:00~21:00

【通常】平日 /17:00~23:30 土･日･祝日 /12:00~23:30
【休】月（他月 2 回連休）

２ 新亀寿司

15:00~19:00

☎77-3815

12 孫四郎そば

