H I RO SA K I

舞い散る雪の中、暖かい灯りとともに、美味しいお酒とピンチョスで、
ココロもカラダも暖まる一日。

BA R - GA I

2.4
2017

SAT 14 : 00 〜 24 : 00
17：00〜 開催セレモニー（かだれ横丁）
※営業時間はお店によって異なります。
●開催場所／土手町、鍛冶町周辺、駅前周辺、城東周辺

西弘周辺

アイスバル／国連WFP食糧支援募金バル
16：00〜21：00（かだれ横丁前）

第2回バルの女王

前売りチケット（1冊5枚つづり）

当日チケット（1冊5枚つづり）

¥3,500

¥4,000

※当日券はバル街i
（弘前バル街本部
（かだれ横丁）
、
まちなか情報センター）
、
レストラン山崎で販売。

チケット販売場所
弘前バル街参加各店／弘南鉄道弘前駅／中央弘前駅
弘前市立観光館（☎0172-37-5501）／まちなか情報センター（☎0172-31-5160）
アートホテル弘前シティ（☎0172-37-0700）／ cafe bar aj（☎0172-88-6788）

大鰐線「バル街行き乗車券」を発売
大鰐線各駅からの片道運賃でバル街開催フリーエリア（弘前学
院大前駅〜中央弘前駅間）
と帰りの運賃が無料となる、とても
お得な「バル街」専用の乗車券をご利用ください。
※当日販売は致しませんので、前日までに大鰐線中央弘前駅、
または弘南線弘前駅でお買い求めください。
●乗車券と大鰐線運行のお問合せ
弘南鉄道㈱中央弘前駅☎0172-32-6449

お問い合わせ／弘前バル街実行委員会事務局（レストラン山崎）
☎0172-38-5515 facebook／www.facebook.com/hirobargai
twitter／@hirobargai

第3回バルの女王フォトコンテスト
第3回「バルの女王フォトコンテスト」を開催します。2月4日の弘前バル街当日、豪快
に飲んでいる女性や、しっとりと上品に飲んでる女性など、弘前バル街を楽しんでい
る女性の写真を撮影してください。自薦、他薦は問いませんが、他薦の場合は本人の
了解のもとに撮影、応募してください。応募者の中から厳正な審査の上、
「バルの女
王」と「準バルの女王」を決めさせていただきます。
※応募写真の中から、次回の弘前バル街のポスターに使用する場合があります。

バルの女王
春の函館バル街1泊（朝食付）
ペア1組ご招待

準バルの女王
弘前バル街VOL.13のチケット
ペア1組

※春の函館バル街1泊（朝食付き）ペア1組ご招待には、弘前から函館までの往復交通
費、
宿泊費、
函館バル街チケットが含まれます。
また、
春の函館バル街は4月21日
（金）
の開催を予定しています。
●募集締切／ 2月28日（火）●応募規定／ 1人何点でも応募可。
●発表／ 2017年3月中旬までに入賞者へ直接通知するほか、
Facebook上で発表。
●応募方法／下記のメールアドレスに件名、本文に必要事項を入力のうえ、写真を添
付して送って下さい。※当選賞品、権利の換金および譲渡はできません。
【件名】バルの女王フォトコンテスト【必要事項】住所・氏名・年齢
【Email】hirosakibalgai@gmail.com（弘前バル街開催事務局）
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SAT 14：00 〜24：00
※営業時間はお店によって異なります。

●開催場所／土手町、鍛冶町周辺、駅前周辺、城東周辺、西弘周辺

16：00〜 アイスバル／国連WFP食糧支援募金バル
（かだれ横丁前）21：00迄
17：00〜 開催セレモニー（かだれ横丁前）
弘前バル街実行委員長 開会宣言
18：00〜 パフォーマンス（かだれ横丁、フォーク酒BAR てふてふ、
土手町コミュニティパーク、レストラン山崎）

バル（BAR）とは
スペインの大衆的なカフェ＆バーのことで、朝早くから夜遅くまで利用
でき、スペイン人にはなくてはならない場所です。多くのバルには椅子
は無く、客は立ったままで飲んだり、会話を楽しみます。また、お店によ
ってピンチョス（小料理）の種類が異なり、焼き鳥、揚げ物、ハムなど料理
人が腕を競います。お友達数人で出かけて各自の「ひいき」のお店をハシ
ゴするという楽しみ方が一般的です。

弘前バル街の営業時間
基本的に14:00〜24:00の時間帯の中で、各店がそれぞれ弘前バル街営業
時間を設定しています。14:00から10時間通して営業しているお店もあり
ますし、19:00で終わるお店、18:00から開店するお店もあります。参加者
は事前に「ひろバルMAP VOL.12」の各店情報や営業時間一覧表で確認
して、順路を工夫してください。

チケット販売
前売りチケットは、¥3,500（5枚綴り）です。当日券は、¥4,000（5枚綴り）で
下記の場所で販売（14：00〜）します。前売りチケット販売は、1月4日（水）
から開始し、弘前バル街開催日の前日2月3日（金）に終了します。
（枚数限
定のため販売終了が早まる場合があります。
）
チケットには
「ひろバルMAP
VOL.12」が付いています。
【チケット販売場所】
●前売りチケット／弘前バル街参加各店／弘南鉄道弘前駅／中央弘前駅、
弘前市立観光館、まちなか情報センター、アートホテル弘前シティ、
cafe bar aj
（かだれ横丁）、まちなか情報
●当日チケット／バル街（弘前バル街本部
i
センター）レストラン山崎で販売。

i アイ）
弘前バル街 （
弘前バル街本部（かだれ横丁）、まちなか情報センターに、14：00〜21：00
の間に設置される弘前バル街のための案内所です。当日券（¥4,000）の販
売、弘前バル街参加店や当日のパフォーマンスの案内など、情報を知るこ
とが出来ます。

あとバル
当日参加できなかった場合や使い残した場合は、弘前バル街翌日から2
月9日（木）迄の5日間行われる「あとバル」で使用できます。
「ひろバルMA
P VOL.12」
記載の
「あとバル」
協力店で、チケットを各店での飲食の支払い
の一部、あるいは商品購入代金などに充当できます。但し、券面金額の商
品券ではありません。また対象メニューや商品は限定されます。1店でお
一人様1冊以内（半券1〜5枚）を限度とし、お釣りは出ません。使用の場合
前もって提示し、対象メニューや商品をお店ごとにお尋ねください。

弘前バル街を盛り上げるパフォーマンス開催!!
18時から、かだれ横丁、フォーク酒BAR てふてふ、土手町コミュニティパ
ーク、
レストラン山崎の4会場にてパフォーマンスが行われます。
詳しい情
報は、facebook・twitterや、当日は弘前バル街（アイ）
でもお知らせします。
i
【参加パフォーマー（予定）】
●かだれ横丁会場
ヒップホップダンス
「ロコスタジオ」
／タヒチアンダンス
「ロコスタジオ」
ザ・タケシバンド
●フォーク酒BAR てふてふ会場
エルビス・トキ／小松由美子トリオ／松森聖菜
●土手町コミュニティパーク会場
ギターソムリエ「kei」／ジャグリングパフォーマー「アット」
リノフラホアロハ
●レストラン山崎会場
ハワイアンバンド「エコル」／不思議エンターティナー「山崎トオル」
アルパ奏者「小野華那子」
※参加パフォーマー等変更になる場合があります。

Facebook

で情報をゲットしよう!!

弘前バル街の公式facebookとtwitterで、お店の情報やパフォーマンスの情
報などを随時お知らせいたします。
twitterは、
参加者がツイートの最後に半
角スペースを空けて「#ひろばる12」を付けることで、参加者間で情報交
換も可能です。まずは「@hirobargai」をフォローしてください!

facebook ／www.facebook.com/hirobargai
twitter／@hirobargai

お店のハシゴに便利!!
タクシーの支払いも弘前バル街チケットで。
弘前バル街当日、ご乗車につきバル街チケット半券1枚（700円）に限
り、タクシーの支払いにもご利用いただけます。ただし、お釣りは出
ません。

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、
並んでいるお店ではご飲食が済み次第、
次のお店へ移動するのがバル街のマナーです。

弘前バル街参加63店
asian ethnic 弦や
居酒屋 いち
居酒屋 オダギリくん
居酒屋 かぐや姫
イタリア食堂 HOPPETA
インド・ネパールキッチン プルナ 西弘店
インド・ネパール居酒屋 プルナ かだれ横丁店
御食事処 茶やこ
おでん屋 ぶっちゃあ〜
かだれ横丁 ライブハウス
カフェ エルミタージュ
カフェ・セルクル
カフェ 山崎
学生居酒屋 かだりっこ
串揚げ おでん 吾郎

クラブ・ガスバリバー from 函館
green fingers
K BAR
コミュニケーション・ショップ どて箱
小料理 こだま
サイアン パティオ
シェ・アンジュ
食彩酒房 萌暖
炭火ダイニング としぞう
炭火やきとり 吟
創作郷土料理の店 菊冨士
ダイニング 海の灯
Dining Bar MARIACHI
地産食菜 kawabata bar 1・23
中華家庭料理 マンダリン
中国料理 豪華楼
とんかつ しげ作

二代目 でん八
函館あかちょうちん 弘前店
馬肉専門店 馬いっ亭
Bar N40
Bar ilmare
BAR 2nd
BAR NEON
BAR BLOCK HOUSE
BAR BORDER
Bar RIZE
Bar RESET
Pas Normal Cafe
パブ 更紗
Pub house かくれ家
びいる亭 弘前店
BE・SIDE
Bistro Bille

美味処 松ノ木
ピッツェリア・ダ・サスィーノ
フォーク酒BAR てふてふ
ホルモン家 もつべぇ
ぼんしゃん亭
めん房 たけや
もつ串焼 煮込み しょう
焼肉食堂 ぴょん吉にく仙人
焼肉・冷麵 中道
リストランテ澤内
レストラン ポルトブラン
レストラン 山崎
煉瓦亭
わいん食堂 La Paix

お問い合わせ／弘前バル街実行委員会事務局（レストラン山崎）☎0172-38-5515

※五十音順

