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※ロングラン開催のためバルセットFOODが変更になる場合があります。※定休日は変更になる場合があります、不定休のお店は要お問合せください。　※参加店はいずれも人気店のため、週末は特に混み合います。事前に空席状況を確認の上、なるべく30分程度の滞在でより多くの店で楽しいひとときをお過ごしください。

季節の旨いものと酒 sawa

蒸汽船　郷土料理の店

居酒場 い夜し（いやし） 遊食処秀

炭火ダイニング 輪

SUSHI BAR 縁戸

焼 肉あじと

時代家（ときや）

Guinness　Bar　Islay
ギネスバー　アイラ

（バード）Bar Do

（ファンプレイガール）fun play girl

焼肉海鮮　炭よし

Bar　MARBLE

炭火やきとんブッチャー横山

※フード画像はイメージ

■南3条東1丁目
■営　業/17:30～ 22：00（LO21:30）
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-67-5360

Food Drink

道産にこだわり生肉の旨さにとことんこだわって
います !!

二代目 焼肉パンサン

お好きなドリンク
（日本酒除く）

ホタテとモツの
ホイル焼き

（レラウェイブ）
Pub Stand RERA WAVE

喫煙可能 スコッチバー ジアス
　　　　  THE EARTH

炉端 五十集屋（いさばや）

鮨Dining　KIYOMASA

居酒屋　おっ伝！

酒菜亭 喜八

High bridge cafe

■南5条西1丁目クリオネ通り
■営　業/ 17:00～ 24:00（フードLO.23：00）
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-67-6430

Food Drink

豚の内臓一頭買い！炭火で新鮮なお肉、モツを串刺しに
してご提供！「レバテキ串」、「やきとん」、全てオススメです！

アサヒビール、
プレーンサワー、
ブッチャーサワー

オススメやきとん串
（２本）

■南 3条東1丁目4-2
■営　業/12：00～14：30、17：00～22：00（LO21:30）
■定休日/ 日・祝・第1,3月曜日

TEL0152-67-6726

Food Drink

網走産の旬の長芋を揚げタイ風の味付けで、素材の
味が活きています。※バル受入は夜営業のみ

NEO屋台 YA!thai

お好きなドリンク
（クラシック生もあります）

アゲ！アゲ！ナガイモ
（タイ風）

■南５条西１丁目８-４
■営　業/ 火～木18：00～24：00(L.O.23：30）金･土17：00～24：00（L.O.23:30)
■定休日/ 月曜※日曜は完全予約制※お店の都合により変動する場合もございます。

TEL0152-67-7974

Food Drink

備長炭で焼き上げた『桜姫鶏』『網走ポーク』『野菜』を
お好みのドリンクとご一緒にお召し上がり下さい。

ドリンクメニュー
から1杯
※瓶ビールを除く

『桜姫鶏･網走ポーク･野菜』
の炭火焼きプレート

喫煙可能

■南3条東1丁目
■営業 /月～木17：30～24：00（LO.F23：00、D23：30） 
　　　金・土17：30～24：30（LO.F23：30、D24：00） 
■定休日/ 日曜日

TEL0152-43-2645

Food Drink

ローストポーク、クラムチャウダー、ビーフリエットはすべて
自家製です!!バケットも添えてバル風に仕上げました。

生ビール（小）、
ハイボール
orグラスワインetc…

バル的sawa風
おつまみ盛り

一部喫煙可能

■南 3条西1丁目ロックビルB1
■営　業/20:00～ 27:00（LO26：00）
■定休日/ 日曜日

TEL080-5833-2858

Food Drink

とり肉の特製スパイスカレーです。こだわりのスパイス
と味付けで網走の郷土料理みたいなカレーです

ビール・コーヒー酎
お茶割・コーヒー
お茶

スパイスカレー

喫煙可能

■南3条西1丁目
■営　業/17:00～ 24:00（LO23:00）
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-43-3330

Food Drink

新鮮な海鮮料理のメニューが盛り沢山 !! サーモング
ラタンは網走産にこだわったオリジナル！

お好きなドリンクサーモングラタン

全面禁煙

■南 4条西1丁目セゾンビル2F
■営　業/17:30～ 24:00
■定休日/ 日曜日

TEL0152-67-7699

Food Drink

「知床和牛」の鉄板焼き、創作料理などのオホーツクな
らではの料理やが揃う!!

50種以上の
ドリンクメニュー
から1杯

オホーツク秋握り3貫
※仕入状況により内容が
　異なります。

■南 3条西1丁目
■営　業/18:00～ 26:00（LO25:00）
■定休日/ 月曜日

TEL0152-44-8978

Food Drink

ホタテのエキスがたっぷり入ったオリジナルスープカ
レーと、樽生ギネスのマリアージュをお楽しみください。

カールスバーグ
orギネス1/2パイント

シーフードカレー
（バケット付）

喫煙可能

■南 4条西1丁目セゾンビル2F
■営　業/17:30～ LAST
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-67-7255

Food Drink

厳選した和牛を中心とした豊富なメニューでお客様
をお迎えします。『焼肉で網走を元気にする!!』

お好きなドリンク道産牛のヒレカツサンド

一部喫煙可能

■南3条西1丁目ﾛｲﾔﾙｺｰﾄ１F
■営　業/17:30～ 25:00
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-45-2958

Food Drink

自慢の牛タンや特製塩ホルモン、日替わりであばしり和牛の
希少部位や厳選した最高級のお肉をお楽しみください！

お好きなドリンクあばしり和牛の
炙り握り

一部喫煙可能

■南 4条西1丁目8-1セゾンビルBF1
■営　業/20:00～ 25:00（LO25：00）
■定休日/ 日曜日

TEL0152-67-7620

Food Drink

1 人から複数でも気軽に楽しめるカジュアルな雰囲気
のショットバーです。

バルメニュー
ドリンクから1杯

網走産新じゃが
ゴロゴロの
クリームシチュー

喫煙可能

■南 5条西1丁目6
■営　業/17:30～ 23:00（LO22:30）
■定休日/ 日曜日

TEL0152-43-4951

Food Drink

から酒、イバラ蟹料理、活貝、牡蠣、真つぶ、寿司、釣り
キンキなど豊富な店。

ビール、サワー、
ソフトドリンク

網走産帆立の
ミルフィーユ風

一部喫煙可能

■南 5条西2丁目
■営　業/15:00～ 23:00（LO22:30）
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-45-0001

Food Drink

濃厚な網走牛乳の自家製カッテージチーズに天才ビー
トくんシロップをかけたカナッペと生ハムです。

流氷グランブルー
ハイボール

自家製カッテージ
チーズのカナッペと
プロシュート

喫煙可能

Bar Jackrose
■南5条西2丁目7
■営　業/20:00～ＬＡＳＴ
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-44-8393

Food Drink

隠れ家的なショットバー。フレッシュフルーツを使った
カクテルやレアなウィスキーがオススメ！

美味しいカクテル
or美味しいウィスキー自家製スモーク

喫煙可能

■南 5条西1丁目コーランビル3F
■営　業/19:30～ 24:00
■定休日/ 日曜日・祝祭日

TEL0152-44-5355

Food Drink

※ワクチン2回接種済（証明できるもの必要）の方以外の入店はお断り
する場合があります。※22時以降の入店をお断りする場合があります。

店主の気分次第で
（何でも）

しじみの味噌汁
+日替わり乾物

※写真は現物と異なる場合があります

喫煙可能

■南 3条西2丁目第2ツカサビル1F
■営　業/19:00～（LO24：00）
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-43-5939

Food Drink

網走産ホッケとMIXナッツをじっくり丁寧にスモーク。番外
地ハイボールの山ワサビの風味に最適なマリアージュ!! 

山ワサビ風味の
番外地ハイボール

網走産燻しホッケ
＆スモークナッツ

喫煙可能

■南 5条西1丁目
■営　業/ 平日17:00～ 22:00（LO21:00）
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-43-1011

Food Drink

地元網走などで穫れたカニや魚を炭の炉で焼き、家
庭的な雰囲気で楽しく味わってください。

フリードリンク手づくりカニサラダ

喫煙可能

■南 3条西2丁目
■営　業/17:30～ 22:00（LO21:30）
■定休日/ 火曜日+隔週水曜日

TEL0152-61-0003

Food Drink

創業50年余。前浜で水揚げされた旬魚、当店でしか
味わえない旬鮮ネタをあますことなくご堪能ください。

グラスビール、
ハイボール、日本酒（グラス）、
ソフトドリンク

オホーツク握り3貫盛り

■南 5条西1丁目10-3
■営　業/17:30～
■定休日/ 不定休･要問合せ

TEL0152-43-4617

Food Drink

地場産の食材で美味しいおつまみをご提供。バル期間限定
のメニューをぜひともご賞味くださいませ !!

ビール、サワー、
ハイボール、
ソフトドリンク

特選おつまみ盛り

■南 5条西2丁目第2本間ビル1F
■営　業/17:30～ 23:00
■定休日/ 日曜祝日

TEL0152-44-0087

Food Drink

網走産シャケとカボチャをサイコロ状に揚げ、チーズのあ
んをかけました。ドリンクは飲み放題メニューより一品。

店内メニュー
より1杯

網走産サーモンと
カボチャのチーズソース

■南 5条西1丁目エルム会館1F
■営　業/18:00～ 24：00（LO23:00）
■定休日/ 日曜日

TEL0152-67-8080

Food Drink

緑夢ファームさんのサツマイモとココナッツクリームを
使った新感覚アヒージョです♪

お好きなドリンク
サツマイモと
ココナッツクリームの
アヒージョ

■南 4条西3丁目
■営　業/16：00～22：00（LO21:30）
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-43-8108

Food Drink

注目の"五十嵐さんの四元豚 "「網走ポーク」の肩ロースとば
ら肉の串焼きを、完全天日塩と黒コショウの塩漬けでどうぞ。

山わさびハイボール網走ポークの食べ比べ

■南 3条西2丁目9
■営　業/17:30～ 24：00（LO23:30）
■定休日/ 不定休・要問合せ

TEL0152-43-3363

Food Drink

網走産の食材を使った串揚げと、その日入荷の旬食材
を使ったお料理1品。お一人様でもお気軽にどうぞ。

当店のドリンク
どれでも1杯

網走産串揚げ2本と
旬のおすすめ1品

喫煙可能

■南 4条西3丁目9-1
■営　業/11：30～21：00（LO20:00）　日曜～19：00(L.O.18：00）
■定休日/ 水曜日

TEL0152-67-5238

Food Drink

9 種類のアイスの中から3つを選んでいただき、カラ
フルサンデーに。映えるドリンクと一緒にぜひ！

カラフルソーダ選べる3種アイスの
サンデー

全面禁煙全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

全面禁煙

※仕入状況により変更有

（オステリアバル　うろこ）
OSTERIA BAR 鱗

※仕入状況により内容変更が
　ございます

（ノンアル･アルコール選べます）

（ヤァタイ）

（マーブル）

（ジャックローズ） （ハイ ブリッジ カフェ）



主催／協賛　あばしり旬まつり事業　ABASHIRIバルプロジェクトチーム／網走市　網走「食のまち」プロジェクト推進事業

チケット

■チケット事前予約受付

■網走市観光協会窓口　　■参加店舗
チケット
販売

（ABASHIRI バルプロジェクトHP）

3枚つづり
（税込）3,000円

5枚つづり
（税込）4,500円

（道の駅流氷街道網走内）

ABA SH I R I バルの楽しみ方

1枚で旬のおつまみとドリンク（アルコールorソフトドリンク）セット
網走ドリンクなど 1 杯とお店一押しの網走食材を使用した創作
おつまみをホタテ貝のお皿でご提供。

1 2 3チケット購入
3枚綴りor
5 枚綴りをチョイス
シェアしてもOK

沢山のお店をまわる
ため、滞在1店30分
目安で次へ!!

ラリースタンプを集めたら、
網走オリジナル
手拭いプレゼント！

ラリー参加 プレゼント

網走オリジナル
手拭い交換会場

市内宿泊施設のご案内

タクシー会社ご案内

ホテル網走湖荘 TEL . 48-2311呼人 78

温泉旅館　もとよし TEL . 48-2241呼人 74

旧国鉄保養所跡 鉄ちゃん＆鉄子の宿 TEL . 48-2242呼人

ペンション　わにの家 TEL . 48-2838呼人 63-12

Sea Side Stay TEL . 090-7511-5314台町 2-4-1

ビジネスホテル　ファミリー TEL . 080-8289-7637南 2 東 2

北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート TEL . 48-3211呼人 159

ビジネスホテル　幸楽 TEL . 48-2226呼人 171

アニマの里 TEL . 43-6806大曲 47（湖の口）

北の暖暖 TEL . 45-5963大曲 39-17

能取の荘かがり屋 TEL . 47-2301卯原内 60-3

民宿 ランプ TEL . 43-3928新町 3-3

ホテル サンアバシリ TEL . 43-3155新町 2-3

東横インオホーツク・網走駅前 TEL . 45-1043新町 1-3

ホテルルートイン網走駅前 TEL . 44-5511新町 1-2

網走ロイヤルホテル TEL . 43-1888北 6西 7

網走グリーンホテル TEL . 43-8080新町 1-2

北海ホテル TEL . 43-2725新町 1-1

民宿 かもめ荘 TEL . 44-2365南 4西 4

ビジネス旅館 みゆき TEL . 43-4425南 4西 4

天然温泉 天都の湯 ドーミーイン網走 TEL . 45-5489南 2西 3

網走セントラルホテル TEL . 44-5151南 2西 3

網走流氷の丘ユースホテル TEL . 43-8558明治 22-6

自然農法の宿 あら鷲 TEL . 44-2593二ツ岩 105-2

ホテル オホーツクイン TEL . 43-4554南 3東 3

B＆Bあばしり TEL . 61-4455桂町 4-7

いもだんご村 TEL . 43-5556鱒浦 75

旅人の宿「わしのとまり木」 TEL . 46-2547北浜 5 箇条
少人数で楽しむんだポネ！！

ニポネの

観光客の人も地元の人達に
まじって楽しむんだポネ！！

お店の名物料理も一緒に
楽しむといいポネ！！
より多くの店を回るのが
バルの楽しみだポネ！！

ロングランバルなので、
定休日をチェックするんだポネ～

TEL . 43-3939網走ハイヤー
TEL . 43-4101北交ハイヤー

TEL.0152-44-5849(一社)網走市観光協会 網走バル 検 索

A BA S H I R I バルプロジェクト

バル最新情報要チェック！！

■道の駅流氷街道網走内 
■網走市観光協会案内所 ■バル参加店
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チケットのスタンプラリー
制覇された方にもれなく
網走オリジナル手拭いプレゼント！

※抽選は12月10日。当選発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

Webアンケートは
こちらから▶

さらに！Webアンケートに
お答え頂いた方に
抽選で網走の
特産品をプレゼント！

網走バル参加店は、
新型コロナウィルス感染症対策防止のため、
「新北海道スタイル」を推奨しています。

①スタッフの検温・体調管理を徹底しています。
②マスクの着用、定期的な手洗い、うがいを徹底しています。
③こまめに換気を行っています。
④共用設備の消毒、備品の洗浄を行っています。
⑤座席の間隔をあけ一定の距離をとっています。

参加店での対応

①マスク着用、入店時のアルコール消毒をお願いします。
②事前に体調チェック、検温のうえご来店ください。当日の
 　体温が３７．５℃以上のお客様は入店をお断りさせていただきます。
③少人数での来店をお願いします。
④座席数を減らしている店舗もあり、混雑時には
　入れない場合もありますのでご理解ください。

チケット表面のNo.をご確認のうえアンケートにお答えください。

お客様へのお願い
市外局番（0152）

ABAS H IR I
2021

網走の秋を楽しむ飲み歩きイベント！
個性的なお店 25 店で味わう魅力的な
創作おつまみの数々と、おいしいお酒を
楽しみましょう！

令和3年

参加店ガイド

秋バル
WEB版は
こちら！

リアルタイムの
バル情報は
こちら！

参加店
MAP

※イメージ画像

※購入後の返金は承れません。※お支払は現金のみ。


