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チケット１枚でお店自慢の１品と１杯を楽しめます！

１ピンチョス
（おつまみ） １ドリンク 4

SHOP

TICKET
バルチケット

1枚利用！

＊営業日・営業時間はお店により違います

＊営業日・営業時間はお店により異なります

定休日｜㊊ 定休日｜無休 定休日｜㊋ 定休日｜無休

定休日｜㊋ 定休日｜㊋ 定休日｜㊋、第2第4日曜 定休日｜㊋ ㊌ 定休日｜㊐、祝日 定休日｜㊌

定休日｜㊋ 定休日｜㊐、10/24（月） 定休日｜不定休 定休日｜㊐、第3月曜 定休日｜㊊ 定休日｜㊐

定休日｜㊐ 定休日｜不定休 定休日｜不定休 定休日｜㊐ 定休日｜㊊、11/13（日） 定休日｜㊐ ㊊ 

定休日｜無休 定休日｜㊐ 定休日｜㊊ ㊍　※10/31（月）、11/3（祝）は営業します 定休日｜㊐ ㊊ 定休日｜㊌

定休日｜㊊ 定休日｜㊍ 定休日｜㊐

定休日｜㊍　※11/3（祝）は営業。11/9日（水）、10日（木）は連休

定休日｜㊐ 定休日｜㊋

定休日｜㊋ （月曜は昼のみ営業）　※他、土日祝のお昼が休みの場合あり 定休日｜㊐ 定休日｜㊊ 定休日｜㊌ ㊐ 

定休日｜㊊ 

定休日｜㊊　※他、不定休

定休日｜㊋

定休日｜㊋　※11/7（月）、21（月）は定休 定休日｜ ㊌ 定休日｜㊊ 定休日｜㊌　※11/3（祝）は営業します 定休日｜㊊

創作ランチや丁寧に入れたこだわりコーヒーの
お店！
ク 明太子パスタ+サラダ +コーヒー or 紅茶

カルナの館の温泉と合わせてお楽しみ下さい！
ク バルおつまみセット（ウインナー盛り合わせ
他）+生ビール or ソフトドリンク

ホカホカのバイ飯おこわを。ご予約は電話がス
ムーズです。 予約 TEL：0120-224857
ク バイ飯丼+お味噌汁+食後のコーヒーor紅茶

インドの有名ホテル出身の熟練シェフが調理し
ています！
ク カレー 2種 +ナン＆ライス +とり皮の炒め
+サラダ +グラスビール or ソフトドリンク

一番人気はヤサイタマゴカレー、今回のバルでは
トッピング・ソフトドリンクもつけてバルチケッ
ト1枚でＯＫ、この機会に是非お越し下さい。
ク ヤサイタマゴカレー+トッピング1個
+ソフトドリンク1杯

中国の天津市出身の店主が中華料理を日本人向
けに優しい味付けにアレンジしてご提供してい
ます。
ク 鶏唐揚げ（5個入）+生ビール1杯

レトロモダンな店内はどこか懐かしく若い世代
には新しい。ランチ11:00～15:00、ナイト予
約制18:00～24:00。市内のみデリバリー可。
毎月第４土曜日19:00～店内音楽イベント「ラン
ブレッタパラダイス」開催中！
ク トーストセット（クロックムッシュ、フラ
イドポテト、サラダ）+ワンドリンク

店内はガラス製品や照明、時計など西洋アン
ティークを中心に飾られた落ち着いた空間。
ク コーヒー等ワンドリンク
+ケーキ +アイスクリーム

魚津漁協直営の食堂。
富山湾の海の幸を獲れたてで市場から直送する
ので新鮮な魚を味わえる。店内から港が一望で
きる最高のロケーション。
ク 海鮮フライカレー+コーヒーor紅茶付き

思わず笑顔になる美味しいスペシャルティコー
ヒーが楽しめるお店です。
ク カップオブエクセレンス国際審査会入賞コー
ヒー+さぼプリン

梵天楼の麺はすべて自家製多加水麺。
もっちりとした食感と歯ごたえ、のど越しで食
べ応えあり。
ク ①魚津ブラックラーメン+ソフトドリンク
②ジャンボ焼きギョウザ+枝豆+ワンドリンク

本格イタリアンを楽しめるお洒落なお店。バル
はランチでご用意しています。お気軽にお越し
下さい。
ク デミグラスソースオムライス + ミニサラダ
+ソフトドリンク

「四季の味覚が志（こころ）を満たす」
昨年７月駅前新町に開店。予約制なので、ご家
族・お友達と楽しいひと時をお過ごしください。
★プレミアムメニューのみの参加です。
メニューの内容はショップガイド下部に記載。

カウンターが調理場を取り囲むように作ってある
のはお客様との会話を大切にしているからです。
ク 生ビール+ 3 種盛り

35周年を迎える青森のおっかちゃんが切り盛りする気さ
くなお店です。
お店イチオシの「せんべ汁」は絶品です。
ク 生ビールまたは焼酎（芋または麦）
＋ワンプレート５品盛り（オーナーの日替わり気まぐれプ
レート）
※バルチケット利用者は立ち飲みになります。
※バルメニューは日替わり料理となります。

新鮮な旬の食材が並ぶ魚津の美味しいお店で
す。ワンランク上のお酒が楽しめます。
ク おつまみセット＋クラフトビール
※バルメニューをご注文の方は追加のご注文は
できませんのでご注意ください。

女性1人でも友人同士でも気軽に楽しく飲むこと
が出来ます。是非、UO!バルで来てみてください。
ク カレーとディップするパン+ワンドリンク

お店でダーツが出来ます。落ち着いて飲みたい
方も楽しく賑やかに飲みたい方も大歓迎です。
是非遊びにきてください。
ク 漬物とワンドリンク

9月15日オープンにちなんで「15酒場」、皆さん
と一緒に楽しんで飲んで食べていきたいです、
よろしくお願いします。
ク 飲み物2杯と本日のお通し

2021年4月1日にオープンしました。おススメ
メニューはカクテルです。是非お越し下さい。
ク 漬物とワンドリンク

44年目に突入した、THEがつく昭和スナック
です。お食事の後にちょっと1杯飲んでってく
ださい。
ク ワンドリンク+つきだし2品+カラオケ1曲

ひとつひとつ、心を込めてお作りいたします。
ゆったりとした時間とお酒をお楽しみ下さい。
（店内禁煙です）
ク ウォッカトニック or ハイボール or カンパ
リソーダ＋スモークナッツとドライりんご

魚津の新名物「魚津ハトシ」や地元の果物を使用
した季節のスムージーが人気です。
ク 魚津ハトシ + あみポテト + 季節のスムー
ジー+ソフトクリーム

新鮮な魚料理や季節の旬の料理はもちろん、
Ｂ級グルメの一品も楽しめます。
ク ①海鮮深海丼+ワンドリンク 
②その日のオススメメニュー一品+ワンドリンク
（ビール or サワー or 焼酎 or 日本酒冷酒（銀
盤、立山）or ソフトドリンク）

“おやつにランチにデザートに” 様々なシチュ
エーションに世代を超えて愛されるクレープを
ご提供いたします。
ク バル特製クレープ+ソフトドリンク1杯

おめでとう‼10周年。
これからも、まったりChill スタイルで。
ク おまかせ5種プレート+ワンドリンク

地産地消にこだわる、魚津好きのお店。全国包
丁人大会金賞の板長がこだわりの食材で調理す
る逸品を是非！
ク 生ビール+地元食材

台湾料理食べ飲み放題（料理70種+ドリンク70種）
4名様から賜ります。
台湾ピリ辛料理、ラーメン、チャーハン、焼き餃子。
ク 焼き餃子+生ビールセット

串焼きあっちゃん(仮)、仮がつくのが正しい。
生ビール、そして焼き鳥などなど、お気軽に楽
しんで下さい。
ク 生ビール+豚 5本セット

旬の魚津産食材を主とした会席料理や釡めし
（テイクアウト）、また、各種イベント（インスタ
グラム掲載）による釡めしの販売実施。
★プレミアムメニューのみの参加です。
メニューの内容はショップガイド下部に記載。

｢野菜｣と｢だし｣をテーマにした､｢サラダ｣と｢だ
し茶漬け｣の専門店。 異色の組み合わせで、どち
らも身体に優しい味わいで人気。
ク 掛の博多もん茶漬け+ワンドリンク

気軽なランチから記念日にふさわしい華やかな
御膳までさまざまなシーンで、ご利用していた
だけます。
ク 県産ポークの朴葉焼き+小鉢
+選べるドリンク

現在、育児事情により、土日のお昼を休業して
いる事があります。  最新情報は Instagram・
Facebook でご確認ください。
ク ①イタリア風おでん？ボリートミスト+ワンドリンク
②シフォンケーキと本日のジェラート+ワンドリンク

地魚と季節の食材を取り入れた料理が自慢。料
理長が漁港まで足を運び厳選した魚をリーズナ
ブルにいただけます。
ク お造り２種盛+ワイン or 冷酒
or 一部焼酎を除くワンドリンク

上質な国産牛や立山放牧和牛を気軽に楽しめるお
店です。
ク 【昼】立山放牧和牛昆布じめ・国産ローストビー
フコンビ定食+ワンドリンク
【夜】焼きとん盛合わせ +小鉢１つ
 + お店指定のワンドリンク
★プレミアムメニューの内容はショップガイド下部に記載。

心安らぐお洒落な空間に包まれて国産最高ラン
クの厳選A5黒毛和牛、馬刺、創作料理に感動し
てください。
★プレミアムメニューのみの参加です。
メニューの内容はショップガイド下部に記載。

中華料理をお手軽に！小人数から大宴会までど
うぞ！
ク 紅ズワイ蟹とえびのチリソース煮
+ビール（小瓶）orノンアルコールビール
orソフトドリンク

串揚げメインの居酒屋です。メニューも多数ご用
意してお待ちしております。お値段もリーズナブ
ル。宴会もお気軽に、ご予約お待ちしております。
ク 串1の膳ハーフor串2の膳ハーフ+ワンドリン
ク(生ビールorハイボールorレモンサワー )

お野菜をたっぷり使ったランチが人気です。小
上がり、テラス席、電源付きのカウンターなど用
途に合わせてご利用いただけます。
ク お肉かお魚から選べる日替わりランチ or
グリーンカレー+ドリンク付き

昭和 34 年創業の老舗とんかつ店、2 代目店主
の元気で楽しい接客が評判。家族連れや女性 1
人のお客様も大歓迎です。
ク ヒレカツ（小）+串カツ1本 +生ビール

お昼は美味しいとんかつをメインとしたラン
チ。夜はとんかつはもちろん、地魚、おでんなど
季節料理を提供する居酒屋です。
ク ①エビフライ・ヒレカツ盛合わせ
　　　　　　　　　　　+生ビール小orサワー
②カキフライ３ヶ+生ビール小 or サワー

ご主人が旬のネタで心を込めて握るお寿司はど
れも絶品！
ク お寿司8貫 +あがり
※当日寿司のネタが変わることがあります。
※チケットをお使いの方は生ビール（594円→
500円）、焼酎（450円）

マスターの軽快なトークと旬のネタでお客をお
もてなし！
ク にぎり 3貫 +ワンドリンク
※当日寿司のネタが変わることがあります。

魚津で唯一カラオケを楽しみながら本格お
寿司が楽しめる、昭和レトロな雰囲気の気軽
な居酒屋。
ク コーンボール+チーズたっぷり棒天
+お寿司4貫 +ワンドリンク
※人数分のカラオケ無料

家族経営で営むアットホームなお店！地元の食
材を活かし和風から洋風まで豊富なメニューが
目をひきます。
ク ①シロ3本 +おでん 1品 +ワンドリンク
②スジ or モツ +ワンドリンク

雑貨カフェ HanaHana

11:00-15:00

1

魚津市平伝寺 505
℡.0765-32-4343

11:00-21:00

魚津市天神野新 6000
℡.0765-24-1221

11:00-15:00

魚津市六郎丸 4531-1
℡.0765-22-4857

①11:00-14:00　②17:30-21:30

魚津市吉島 510
℡.0765-24-1779

11:00-14:00

魚津市吉島 2-11-1101
℡.0765-24-9664

①11:00-14:30　②17:30-20:30

魚津市上村木 413
アップルヒル内
℡.0765-22-0517

11:00-14:30

魚津市仏田 3158
℡.0765-55-4345

11:00-19:00

魚津市北鬼江 2-17-10
℡.0765-23-6330

魚津市港町 5-1
℡.0765-32-5831

11:00-18:00（ラストオーダー 17:30）

魚津市本江 1330-1
℡.0765-23-1150

魚津市友道 1315-1
℡.0765-24-4000

魚津市三ケ 424-1
℡.0765-32-3227

17:00-21:00

魚津市駅前新町 8-9
℡.0765-24-8709

17:00-22:00

魚津市駅前新町 9 -1
サワサキビル 1F
℡.0765-24-7822

17:00-21:30

魚津市駅前新町 9-4
℡.0765-22-3143

魚津市駅前新町 10-3
℡.0765-24-7652

魚津市駅前新町 9-18
℡.0765-22-1701

22:00-23:00

11:00-14:00

魚津市駅前新町 10-8 
109 ビル 2F
℡.080-6354-7084

17:00- 23:00

魚津市駅前新町 10-8 
109 ビル 2F
℡.0765-32-5547

20:00-23:00

魚津市駅前新町 10-8 
109 ビル 2F
℡.0765-32-5547

20:00-23:00

魚津市釈迦堂 1-15-5
℡.0765-24-7636

魚津市釈迦堂 1-1-3
℡.0765-32-3543

11:00-18:00

魚津市釈迦堂 1-1-1
℡.0765-32-3907

17:30-22:00

魚津市釈迦堂 1-13-3
℡.0765-23-0766

11:00-17:00

魚津市釈迦堂 1-13-8
℡.080-3048-8082

17:30-23:00

魚津市釈迦堂 1-13-9
℡.0765-22-8100

17:30-23:00

魚津市釈迦堂 1-14-17
℡.0765-24-5262

17:00-23:00

魚津市釈迦堂 1-15-15
M-2000 ビル１階
℡.0765-24-4688

17:30-23:00

魚津市釈迦堂 1-15-1
℡.0765-24-4800

17:30-21:00

①11:30-14:00　②17:30-22:00

魚津市駅前新町 10-15
℡.0765-24-1691

魚津市駅前新町 5-30
℡.0765-32-4522

①11:30-14:00 ②17:00-20:00 ※当日14時までに要予約

魚津市駅前新町 4-2
℡.0765-24-8801

①11:30-13:30　②18:30-21:00

魚津市上村木 1-2-11
℡.0765-32-3555

17:00-21:00

魚津市上村木 1-606-1
℡.0765-23-0246

魚津市上村木 1-8-5
ジョイフルビル 1F
℡.0765-55-1883

①12:00-23:00 土日のみ　②17:00-23:00 火～金

魚津市釈迦堂1-1203
℡.0765-32-5004

①11:30-13:30　②17:30-20:00

魚津市吉島 1-4-27
℡.0765-22-2209

①11:30-13:30　②17:00-20:30

魚津市鴨川町 2-1
℡.0765-22-5439

16:30-22:00

魚津市中央通り 2-9-16
℡.0765-24-2888

魚津市文化町 7-28
℡.0765-24-0468

17:30-22:00

魚津市文化町 7-24
℡.0765-24-5746

17:00-21:00

魚津市文化町 9-4
℡.0765-24-7891

金太郎温泉カルナの館 「華々」2 芋かいもちの 源七3 インド料理 インディラ4

インデアンカレー5 麺飯店 天地人6 ランブレッタカフェ7 アンティーク・コーヒー 六蔵8 魚津丸食堂9 セントベリーコーヒー10

梵天楼11 Trattoria La Luce12 食たむら13 居酒屋 いっぺい14 語り15 魚清16

Bar フォルテ17 バー・ イブ18 15酒場19 GIRL 20 ナイトロビー 七歩21 ao to ao22

地場産品販売＆お休み処 ミラマルシェ23 和食処 えん24 BAOBAB cafe25 酒場 みやっち食堂26 魚津ダイニング 三三五五27

台湾美食29 串焼 あっちゃん（仮）30 和の膳 うらら31 KAKERU STYLE32 スカイホテル 日本料理 かづみ野33

まちかどイタリアン frontale35 旬菜酒房 まめな家36 和牛肴 ヒラサワ37 彩火 くらした38 中国家常菜 竈39

はまや食堂41 大黒屋寿司店42 寿司 次郎長43 居酒屋 え～ちゃん44 太鼓判45
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17:30-23:00

魚津市釈迦堂 1-15-15
℡.0765-24-7366

魚津市新金屋 2-8-1
℡.0765-23-1130

12:00-15:00

魚津市中央通り 1-7-1
℡.0765-22-2531

串揚げ ぜんろく28

cafe ＆ animo34

石坂とんかつ店40

11:00-14:30（ラストオーダー 14:00）

11:00-13:00

㊋～㊎ 20:00-23:00 ㊏・祝日 19:00-23:00

11:00-18:00（ラストオーダー 17:30）

①11:00-14:00　②17:00-21:00 17:00-22:00

21:00-23:00

18:00-22:00

各参加店自慢のリッチなメニューが楽しめるの
がプレミアムバルメニューです。
バルチケットでおトクに
　　お召し上がりいただけます！

プレミアムバルメニューは事前にご予約が必要です！
各お店の情報をご確認いただき、ご予約が必要なお店へは事前
に各自でご予約下さい。

プレミアマークのある参加店でのみご利用頂けます。
【利用可能日】 10月24日～11月23日の期間中、各参加店の指定した日時のみ。

プレ
ミア

　　　 ご注意！
プレミアムメニューは
事前予約を

Ring!

Ring!

Premium
Menu

バルチケット
複数枚利用！

バル
チケッ

ト

事前予約チケット 3枚13 食たむら
℡.0765-24-8709

要
予約

プレミアムバルメニューは前日までにご予約が必要です。 
予約時に来店日、お時間、人数をご指定ください。

金土日事前予約チケット 7枚

ク 蟹御膳
～バル特別メニュー
+ビール1杯

魚津市駅前新町 8-9

17:00-21:00

定休日｜不定休

事前予約チケット 4枚31 和の膳 うらら
℡.0765-24-1691

要
予約

プレミアムバルメニューはご予約が必要です。 ご予約は2日前
まで。予約時に来店日、お時間、人数をご指定ください。

ク お手軽会席＋ワンドリンク
（特別メニュー）
《先附 2品、お造り、焼き物、揚げ
物、サラダ、釡めし、香の物、
　　　　　　　お吸い物、アイス》

魚津市駅前新町 10-15

17:30-21:00

定休日｜㊐

事前予約チケット 3枚37 和牛肴 ヒラサワ
℡.0765-55-1883

要
予約

プレミアムバルメニューは当日予約でも対応出来ますが
3名以上の場合は早めにご予約ください。

ク 和牛おまかせコース
料理5品＋お店指定のワンドリンク

魚津市上村木 1-8-5 ジョイフルビル

①11:30-14:00　②17:30-22:00

定休日｜㊍　※11/3（祝）は営業、11/9日（水）、10日（木）は連休

38 彩火くらした
℡.0765-32-5004

要
予約

プレミアムバルメニューは、金土日のみ前日までにご予約が
必要です。予約時に来店日、お時間、人数をご指定ください。

ク 極みコース +ワンドリンク

魚津市釈迦堂1-1203

①12:00-23:00 土日のみ　②17:00-23:00 火～金

定休日｜㊊

バルタイム プレミアムメニュー参加店プレ
ミアバルメニュー プレミアムバルメニュー

※食材の都合により、メニューが変更される場合がありますので予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
マスクの着用や、手指の消毒、検温など、コロナウイルス対策を徹底し
安全に楽しくバル店舗を周りましょう。
発熱や、体調不良のある方は、参加をお控えください。

消 毒 マスク ソーシャル
ディスタンス

皆 さ ま へ の お 願 い

UO!バルについての楽しみ方や最新の情報は
UO！バルWebサイトにアクセス！

UOバル で検索
https://uozu-kanko.jp/uozu-bar/

Event Information


