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水上温泉バル参加店舗一覧

CoCoira Presents

チケット
販売店

②河じ屋寿司

和服の女将とダンディー!?
な板さん。
営： 18：00～20：30
Tel:0278-72-3781
みなかみ町湯原757-1
(バル提供メニュー) 10/3.4（土日のみ）
本日のお通し + 生ビール（グラス）

チケット
販売店
元気印の女将さん！
となりに射的店も経営。
営：17：00～22：00
Tel:0278-72-3570

みなかみ町湯原795
(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ + 生ビールorウーロン茶

⑦桑屋

⑥やきとり横丁

営： 17：00～25：00
Tel:0278-72-2957
みなかみ町湯原475

⑪スナックすみれ

みなかみ町湯原829

⑨かつ味

営： 20：00～26：00

営： 18：00～24：00
Tel： 0278-72-2080
みなかみ町湯原476-5

Tel：0278-72-5437
みなかみ町湯原702-7
(バル提供メニュー)
カラオケ1曲(お通しつき) + 焼酎水割りorウーロン茶

⑬水上公会堂

⑰窯焼きピザの店 ラ・ビエール
路地裏の小さな
スナックです。

チケット
販売店

石窯、本格ナポリ
ピザのお店です。

営： 20：00～24：00
Tel:0278-25-4072

営： 17：00～20：30（LO）
Tel:0278-72-2959
みなかみ町湯原681-3

みなかみ町湯原685-7

(バル提供メニュー)
ミニマルゲリータorポテトフライorソーセージグリル +
生ビールorグラスワインorソフトドリンク

㉒大 八
やさしいパパ・ママさん
のシックなお店。
営： 20：00～25：00
Tel:0278-72-3440
みなかみ町湯原670

チケット
販売店

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ（カラオケ1曲つき） +
ハートランド生or酎ハイorソフトドリンク

(バル提供メニュー)
手作りギョウザ + 生ビールorソフトドリンク

営：19：30～25：00
Tel:090-6708-1642

営：20：00～25：00
Tel:0278-72-2044

みなかみ町湯原685地下

みなかみ町湯原685

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ+ ビールor焼酎or日本酒

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ+ ビールorチューハイ

⑳だるま

ホッとするスナック
です。

刺身・鍋など新鮮な
おつまみが好評です。

営： 19：00～24：00
Tel:0278-72-4949
みなかみ町湯原680

営： 18：00～20：00

営： 18：00～25：30

Tel:0278-72-3309

Tel:0278-72-3667

みなかみ町湯原680

みなかみ町湯原670Ｂ１

(バル提供メニュー)
モツ煮 + 焼酎水割りorソフトドリンク

(バル提供メニュー) 10/1.2（木金のみ）
地元野菜サラダ+ 生ビールor男前ハイボール

板さんの揚げる名物!
げんこつから揚げ。

(バル提供メニュー)
げんこつから揚げ1個 + 酎ハイorソフトドリンク

水上温泉バルとは…

営： 18：00～24：00

お楽しみ方法…（例）

(バル提供メニュー)
モツ煮+ 生ビールor各種サワーor日本酒1合

営： 17：00～25：00
Tel： 0278-72-3479
みなかみ町湯原479

温泉街の真ん中にある
老舗ラーメン店です。

メニューが豊富な
居酒屋さん。

みなかみ町湯原652

ギョウザは名物！と
言っても過言ではあ
りません。

⑮奥利根ラーメン

⑲魚信

⑱スナック銀嶺

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ + 瓶ビールor焼酎orソフトドリンク

階段を降りた落ち着く
スナックです。

温泉街にある居酒屋やスナックが連携してお客様をおもてなしする、
地域回遊型の呑み歩き、食べ歩きのイベントです。この機会にお気に入
りのお店をぜひ見つけてください。

Tel:0278-72-2451

orソフトドリンク

⑭スナック春歌

営： 20：00～25：00
Tel:0278-72-6366
みなかみ町湯原636-1

みなかみ町湯原686

⑯スナックさち

(バル提供メニュー)
まいたけ唐揚げ + 生ビールor酎ハイorソフトドリンク

音響の良いカラオケを
是非・・・！

やさしいママさん・・・
カラオケを・・・。

⑩雪 松

営： 11：00～22：00
Tel:0278-72-3765
みなかみ町湯原702-2

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ + 酎ハイorウーロン茶

生ビール（グラス）or酎ハイorウイスキー水割りorソフトドリンク

みなかみ町湯原811
(バル提供メニュー)
お刺身+ 生ビール(グラス)orソフトドリンク

ジャズが流れる店内で
素敵なひとときを。

(バル提供メニュー)
2人以上でカラオケ15分延長+1ドリンク
（1人増えるごとに5分延長） お1人でのご利用はＮＧです。

(バル提供メニュー)
カマンベールチーズプレート +

営： 19：00～24：00
Tel:0278-72-4582

みなかみ町湯原804-1

営： 0278-72-2420
Tel:16：30～26：00

みなかみ町湯原698

㉑パブ琥珀の森

営： 17：00～24：00
Tel:0278-72-2122

(バル提供メニュー)
安兵衛揚げ + 焼酎水割りorソフトドリンク

おもいっきり、歌っちゃい
ましょう！

営： 19：00～24：00
Tel:0278-72-6080

orウイスキー水割りorソフトドリンク

営： 18：00～22：00
Tel:090-4099-2167

お母さん!が揚げる
みなかみのまいたけ。

⑫カラオケボックス キャッスル

(バル提供メニュー)
ちょこっとおつまみ + 瓶ビールor焼酎水割りor日本酒

5代目ママさんの
絶妙トーク！

歌って踊れる?!ママさん
とカラオケ1曲！

(バル提供メニュー) 10/3（土のみ）
+生ビールorワイン・or焼酎orソフトドリンク

和服ママさんの
手作りおつまみと
天然トーク。

⑤スナック之
静かな路地にある
落ち着くお寿司屋さん。

⑧スナック翔

美味しい焼き鳥をぜひ！

(バル提供メニュー)
焼き鳥3本 + 生ビールor焼酎水割りorソフトドリンク

④一力寿司

③安兵衛

２０１５年
10/1.2.3.4（木金土日）

チケット販売店
・水上ホテル聚楽・ひがきホテル
・水上館・山楽荘・だいこく館
・大八・ラビエール・河じ屋寿司・山水
・水上温泉旅館協同組合・ふれあい交流館
・みなかみ町観光協会

・まずはチケット販売店で3枚1セットになった「水上温泉バルチケット」
（２０００円）を購入します。
・下記参加店舗の中から、お気に入りの店を３つよ～く選びます。
・選んでいただいた３つのお店で「バル提供メニュー+ワンドリンク」
をお楽しみいただきます。
パンフレットの内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了解くださいませ。
・みなかみが（ますます）好きになります！
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２０１５年
10/1.2.3.4（木金土日）

水上温泉バルMAP

CoCoira Presents

🚩チケット販売店

ガソリンスタンド

🚩

水紀行館℗

ファミマ

①
山水

サンモール

🚩

社会体育館℗

⑤

H天野屋

之

③

H山楽荘

安兵衛

④

⑥

一力

横丁

観光会館℗

🚩

②

⑨ ⑩

河じ家

かつ味 雪松

🚩
Hだいこく館

🚩

⑦ ⑧

ふれあい
交流館

桑屋

翔

〒

🚩
キャッスル

🚩

⑪⑫⑬

⑰

すみれ

Hひがき

🚩
🚩

湯原温泉公園℗

公会堂

㉒

🚩

大八

温泉組合

ﾗﾋﾞｴｰﾙ

⑭ ⑮

⑱ ⑲ ⑳ ㉑

春歌 奥利根

銀嶺 魚信 だるま 琥珀

⑯
さち

H水上館

■バルの「お・や・く・そ・く・♥」■
・飲酒運転は絶対にダメダメ！
・店内が込み合った際には席のゆずりあいなどご協力をお願いします。
・ながっちり（長尻）はご遠慮いただき、節度をもってお楽しみください！

H聚楽

🚩

水上駅

