
炙りや久兵衛 Map Ｃ-2

肉、魚、貝など気さくな仲間と炙っ
て、ワイワイ楽しめるお店です。低
料金で安心、ぜひ一度覗いてみて
ください。その他、一品メニューも
豊富に取り揃えております。

本町 25-8
@0173－33－9911
通常時間／17：00～23：30
火曜休 バル席／46席（限定200食） 総席数／94席

17：00－22：00

22

お食事処かいどう Map A-2

地産地消の手作りの店です。昼は
定食、夜は創作一品料理を提供し
ています。がっつり食事から、軽く
一杯呑めるお店です。

寺町 37
@0173－26－7707
通常時間／11：00～15：00・
17：00～22：00　月曜休 限定数／100食　バル席／15席

17：00－22：00

02

炭火焼肉 韓国酒家 華樹 Map A-1

タコチャンジャ、ケジャン（ワタリガ
ニの甘辛みそ）、チーズタッカルビ、
ポッサム、とろーりチーズトッポギな
ど手軽に炭火焼肉、韓国料理を楽
しめる隠れ家的なお店です。

錦町 1-8
@0173－30－1028
通常時間／18：00～23：00
水曜休 限定数／100食　バル席／18席

18：00－23：00

01 串Bar 粋々 Map B-2

串焼きと串揚げがメインの粋な居
酒屋です。

川端町 56-1
@0173－26－6506
通常時間／17：00～24：00
日曜休 バル席／２席　総席数／12席

17：00－23：00

08

立佞武多の館6Fラウンジ「春楡」Map C-1
立佞武多の館６Fラウンジからの
景色は最高です。地平線に沈む夕
日をぼんやり眺めながらグラス片手
にまったりとお過ごしください。

大町 506-10
@0173－38－3232
通常時間／9：00～21：00

限定数／無し　バル席／80席

16：00－21：00

19

快食快飲 ま。 Map C-2

美味しく出来るものはできるだけ美
味しく、しかもリーズナブルに。そし
て“快く食べ、快く飲んでもらいた
い”が「ま。」の心です。

大町 509-2
@0173－26－6966
通常時間／17：30～24：00
日曜休 バル席／24席（限定150食） 総席数／24席

18：00－22：00

24

Cafe de Brique Map C-2

本町から布屋町に移転し、内装も
コンセプトもスペインバルに近くな
りました。平成から令和になりまし
たが、店の中は昭和です。

布屋町 34-1
@0173－33－2088
通常時間／18：00～翌1：00
日曜休 バル席／20席　総席数／35席

18：00－24：00

28

07

06

酒宝笑神 えびす Map B-2

新鮮なお刺身、オリジナルの創作
料理が楽しめます。また、梅酒、果
実酒を多数取り揃えています。

川端町 53-1　サトービル 1Ｆ
@0173－33－3365
通常時間／18：00～翌4：00
月曜休 限定数／無し　総席数／ 25席

18：00－翌1：00

03

旬彩酒房　さくら Map B-2

日本全国、人気の日本酒を豊富にご
用意しております。また、旬の素材を
いかした自慢の味をご堪能いただけま
す。

本町 36-7　
@0173－35－3213
通常時間／17：00～24：00
不定休 限定数／100食　バル席／20席

17：00－22：00

03 Casual diner Salud Map B-1

スポーツバーTIPOFFがカジュアルダイナ
ーサルーとして生まれ変わりました！ テレビ
3台、大型スクリーン1台、ダーツ2台と飽
きない空間となっております。木の温もり
感じる店内で楽しくお酒を飲みませんか。

寺町 63-3　隆盛ビル 2Ｆ2-2
@0173－26－7717
通常時間／19：00～翌2：00

バル席／24席（100食限定） 総席数／40席

18：00－24：00

40おもてなしの店 So庵 Map C -1

和洋創作料理の店。お昼は日替わりラ
ンチから人気のパスタまで色々。 夜
はお洒落な居酒屋風となりメニュー
も増える。来店するお客様は幅広い世
代なのでお気軽にお越し下さいませ。

鎌谷町 162
@0173－33－0233
通常時間／11：30～14：00・
17：30～22：00　水曜休 限定数／無くなり次第

特別出店（17：00－）

41そば処 儀平 Map C -1

創業明治11年の老舗。ご存知、地
元の人は知らない人はいない竹鼻
の「梵珠そば」。今回は特別出店で
立佞武多広場で味わえます。伝統
の味噌おでんもごいっしょに！

本町63
@0173－34－5566
通常時間／11：00～17：00
日曜休・第１、３水曜休 限定数／ 無くなり次第

特別出店（17：00－）

42 パティオガーデン Map C -1

カジュアルで心地よい雰囲気のレ
ストランです。当日は立佞武多広場
にて特別出店いたします。

田町181
@0173－33－3333
通常時間／11：30～14：00（L.O）
17：00～21：00（L.O）《日祝は20：00L.O》 限定数／ 100食

特別出店（17：00－）

43 Italian dining & Bar 「Kei」 Map C -1
シェフはATV「わっち」でお馴染みです。
今回の料理は15年ぶりに解禁したイ
タリア牛を使用した『イタリア牛のロー
ストビーフ』他です。ビール、ワインの他
あおもりカシスソーダもご用意してお
待ちしております。

青森市橋本1－5－16コーポ下山102号
@017－777－5767
通常時間／17：30～24：00　日曜休 限定数／ 200食

特別出店（17：00－）

35餃子のマルユウ Map Ｄ-3

オープンから４年！！ おいしい手作り
餃子でみなさまのご来店を心よりお
待ちしております。

東町 3-2
@070－1142－8100
通常時間／17：00～23：00
日曜・祝休 バル席／15席（限定150食） 総席数／12席

16：00－22：30

32 ホテルサンルート五所川原Map Ｄ-3
宴会場付きのビジネスホテル、
今回は８Ｆレストランにてシェ
フおすすめのピンチョスとワン
ドリンクでお楽しみいただけま
す。

布屋町 25
@0173－34－8811
通常時間／（8Ｆレストラン）
11：00～21：00　無休 バル席／30席　総席数／60席

17：00－21：00

五所川原バル街 Vol.７　参加店のご案内
写真上部の時間はバル対応時間となっています。通常の営業時間と異なるお店がありますのでご注意ください。また、
写真下部の表記はバル対応席またはピンチョスの限定数で、総席数はあくまでもお店の席数を表しています。混み具
合によってはご希望に沿えないこともございますので、各参加店にご確認されますようお願いいたします。お店によ
っては、用意しているピンチョスがなくなることもございます。そのほか詳しくは各参加店に、ご確認ください。

29肉バルココロ Map D-2

一心亭がプロデュースする牛タンや
ステーキ等の肉料理とBARのハイブ
リッド業態「肉バル」。こだわりの肉料
理やハイボール等をご用意してお待
ちしております。

大町 501-5トカトントンスクエア 1Ｆ
@0173－33－8929
通常時間／11：30～15：30・17：00～23：00
（日曜祝日は21：00まで）　12/31・1/1休 バル席／30席（限定400食） 総席数／30席

16：00－23：00

あと
バル

あと
バル
あと
バル

33酒膳処 十六夜 Map Ｄ-2

当日はミニラーメンをご用意いたしま
す。〆は当店にお立ち寄り下さい。
「あとバル」をご利用の方は酒の肴
をご用意してお待ちしております。

旭町 63-5
@0173－34－6888
通常時間／10：00～20：00
無休 バル席／16席　総席数／16席

17：00－22：00

あと
バル

34辰巳寿司 Map Ｄ-2

明るい店内、店主の握る絶品の一品を
ぜひご賞味ください。当日は地産地消
食材に感謝し皆様のお越しをお待ちい
たしております。※あとバルは店内で
のお食事のみとさせていただきます。

旭町 67-1
@0173－34－2318
通常時間／17：00～23：00
日曜休 バル席／27席　総席数／27席

16：00－22：00

あと
バル

あと
バル

美味酒好ダイニング彩竜 Map C-3

地元の食材を使ったおいしい料理
と目で楽しんで、味で楽しんでいた
だけるように盛り付けも工夫し、よ
り美しくと、日々切磋琢磨し一つ一
つ丹念に手作りしております。

本町 11　かさい本町ビル１Ｆ
@0173－34－6846
通常時間／17：00～24：00
日曜休 バル席／24席　総席数／54席

18：00－23：00

27

あと
バル

So Good30 Map Ｄ-2

地元食材を使った料理と十三湖
で捕れたしじみを使った出汁が
自慢です。皆んなが集える飲食
店!!
お待ちしております。

大町 501-5 トカトントンスクエア2Ｆ
@0173－26－7077
通常時間／17：00～24：00
水曜休 限定数／なくなり次第　総席数／36席

17：00－24：00

あと
バル

WINE BAL MW 37 Map 別 -1

「ワインをよりカジュアルに、身近
に感じていただけるバル」をコン
セプトに厳選したワインを気軽に
楽しんでいただけるお店です。ワ
イン好きの方は是非ご来店下さい。

一ッ谷 528-19
@080－1685－6231
通常時間／17：00～23：00
月曜休 バル席／20席　総席数／20席

17：00－23：00

あと
バル

31珈琲詩人 Map Ｄ-2

落着いた店内、美味しい珈琲が
自慢。セットメニューもボリュ
ームがあり人気です。当日はバ
ル限定、特製ピンチョスでお待
ちしております。

大町 4
@0173－33－1584
通常時間／8：00～23：30
無休 限定数／無し　総席数／51席

18：00－21：00

あと
バル

36旬の肴と旨い酒 小鈴 Map Ｄ-3

魚貝類を中心に県産の刺身や煮
魚をおいしいお酒とともに。お
ちついた雰囲気のお店でお客様
がわきあいあいと楽しめるお店
です。

東町 3-2
@090－4319－2741
通常時間／17：00～24：00
木曜休

17：00－24：00

あと
バル

あと
バル

焼肉レストラン一心亭五所川原本店 Map 別 -1

おかげ様で創業34周年。焼肉の基
本「絶品タレ」と独自のルートで仕
入れる「コストパフォーマンスの高い
お肉」で、お客様に美味しさと笑顔
をお届けします。

一ッ谷 507-16
@0173－35－8929
通常時間／11：30～22：00
（平日15：00～17：00休み）　無休 バル席／５席　総席数／29席

17：00－21：30

38

あと
バル

あと
バル

あと
バル

あと
バル

寿し処 よね吉 Map B-3

口の悪いオヤジと下ネタ好きのお
かみが皆様をお待ちしております。

川端町 39
@0173－33－2833
通常時間／17：00～22：00（L.O）
水曜休 バル席／17席（限定100食） 総席数／17席

17：00－なくなり次第

18 味処 北大路 Map C-2

季節の料理でおもてなしいたしま
す。各種地酒も取り揃えております。
女性一人でも安心してご来店くだ
さい。

本町 49
@0173－35－4003
通常時間／17：00～23：00
日曜休 バル席／20席　総席数／50席

17：00－22：00

26

あと
バル

フレンチダイニング千宗 Map Ｂ-2

和洋折衷の落ち着いた雰囲気の
お店です。お気軽にいらしてくださ
い。

川端町 53-3
@0173－34－6822
通常時間／17：00～24：00
日曜休 バル席／４卓　総席数／20席

17：00－22：30

04

あと
バル

あと
バル

あと
バル

食事と酒処 かぎの華 Map B-2

皆様に愛されて35年、うまい地酒と
お料理を落ち着いた店内で、大小宴
会（70名可）や飲み放題プランがご
ざいます。

寺町１　
@0173－34－8096
通常時間／17：00～22：00
日曜休 バル席／20席　総席数／75席

18：00－21：00

05

あと
バル

あと
バル

あと
バル

あと
バル

とり壱 Map B-2

店内は昭和のレトロな雰囲気を醸
し出た造りで、うまい「焼鳥」とやわ
らかい「もつ鍋」が自慢の店です。

岩木町 17
@0173－33－2523
通常時間／18：00～23：00
日曜 バル席／10席　総席数／15席

17：00－23：00

10 寿司石松 Map C-2

立佞武多の館からすぐ、お気軽に
お立ち寄りください。
一品料理もご用意しております。

大町 501-12
@0173－33－3227
通常時間／17：00～22：00
月曜休 バル席／27席（限定数なし） 総席数／27席

17：00－22：00

25

あと
バル

火葉菜 Map C-2

主に魚を中心とした、旬の青森の
食材をふんだんに使った料理が自
慢です。ぜひ一度ご来店下さい。

本町 25-18 1Ｆ
@0173－30－1056
通常時間／18：00～24：00
月曜休 バル席／21席　総席数／21席

18：00－24：00

21

16夢あかり Map B-3

リーズナブルな価格で、お酒に合
う食べやすいおつまみが盛りだく
さん！おすすめは懐かしい青森県
産豚の「炒めホルモン」と名酒
「田酒」。２次会にもどうぞ！

川端町 37
@0173－34－5202
通常時間／18：00～24：00
無休 バル席／17席（限定80食） 総席数／17席

18：00－24：00

あと
バル

居酒屋 磯喜 Map B-3

店を構えて30年余り、みなさんから
愛され続けてきた貝焼き味噌を食
べてみてください。

岩木町 16-2
@0173－35－8860
通常時間／17：30～翌1：30
日曜休 バル席／20席　総席数／20席　

17：00－23：00

17

あと
バル

あとバル参加店
（７月５日～13日まで）

あと
バル

バル初参加！

バル席／40席（限定数なし） 総席数／60席

11 S.K.B. LABOノーブル Map B-2

平成30年12月にオープンした新
規店です。ライヴを聴きながら一
杯！
色々な音楽やバンドと楽しめます。
よろしくお願いします。

川端町 368-11　4Ｆ
@0173－26－6554
通常時間／20：00～24：00

19：00－24：00

あと
バル

限定数／50食　総席数／13席

12鮨屋 ふくい Map B-2

五所川原で一番新しい鮨屋です。
旬の食材を使い、安くて美味しい
寿司を提供します。

川端町 43-7
@0173－33－1830
通常時間／17：00～翌2：00

18：00－21：00

あと
バル

私花語 Map B-3

地元の食材を季節に合わせ、津軽
の味を堪能できるお店です。十三
湖のシジミを使った「しじみ汁焼き
そば」もお勧めです。

川端町 43
@0173－34－9413
通常時間／17：00～24：00
日曜休 限定数／100食　バル席／27席

17：00－24：00

13

あと
バル

さわらび Map B-3

肴とお酒のお店です。郷土の食材
を使った創作料理のメニューを取
り揃えております。大小宴会（40
人位）も承ります。飲み放題プラン
もございます。

川端町 69-3
@0173－34－9298
通常時間／17：00～24：00
日曜休 限定数／無し　総席数／50席

17：00－23：00

14

あと
バル

15やき鳥だいすけ Map B-3

串焼をメインとし、豊富なサイドメニ
ューとドリンクを各種ご用意してお
ります。おいしい銘酒も多く揃えて
おります。

川端町 72
@0173－35－4631
通常時間／17：00～翌2：00
水曜休 限定数／200食　バル席／15席

17：00－24：00

あと
バル

美酒佳肴 璃庵 Map C-2

和モダンを基調とした居酒屋です。
今回は宣伝を兼ねて自腹を切って
おもてなしさせていただきます。

大町 505-3
@0173－33－1524
通常時間／17：00～23：00（L.O）
日曜休 限定数／100食　バル席／20席

18：00－23：00

20

あと
バル

Kakurega 文平屋 Map 別 -2

個室でゆっくりできる落ち着いた雰囲
気。

中央３丁目 60
@0173－26－6755
通常時間／17：00～24：00
日曜休 バル席／10席　総席数／20席

17：00－21：00

39

あと
バル

居酒屋 宴 Map B-2

安い！旨い！楽しい！をモットーにカウ
ンターメインの気軽に入れるお店
です。一人でも来店できるアットホ
ームなお店です。

岩木町 17-1
@090－7034－1313
通常時間／17：30～翌2：00
月曜休 バル席／15席　総席数／15席

18：00－翌2：00

09

23和モダンカフェ Map Ｃ-2

今年４月に新築移転オープンしまし
た！　ゆったりおくつろぎ頂ける店内と
開放感バツグンのテラス席をご用意
しております。ぜひお越し下さいませ。

大町 509-3
@0173－33－5251
通常時間／9：30～22：00
無休 バル席／58席　総席数／58席

17：00－21：00

あと
バル

お店によっては、混み合うこともございます。共に楽しむため
に、混んできたら他の参加者のために席を詰めたり、合席など
をして楽しく過ごしましょう。並んでいるお店では飲食が済み
次第、次のお店に移動するのがバル街のマナーです。バル街を
楽しく過ごすため、みんなで協力しましょう。

バル街参加の心得

あと
バル

初

初

初 初

初

初

初

あと
バル


