
問い合わせ先：産業経済部 

商業・市街地活性課  

中心市街地活性化係 内線：4651 

担当:西しのぶ 

電話：0265-22-4511F A X :0265-52-1719 

Email:shigaichi@city.iida.nagano.jp 

【内容（基本事項）】 令和元年 8 月２５日(日)11︓00 オープニング、11︓30 参加店オープン 

〇丘の上飲食店での食べ歩き・飲み歩き・まち歩きのイベント。チケットを購入されたお客様は、参加店舗 61 店の中 
からお好きな店を 5 店選び、各店を巡ります。１枚のチケット(１冊５枚つづり)と引き換えにお店でバルメニュー１品 
(おつまみ)とドリンク1杯が楽しめます。各店オープン時間が異なります。チケットと⼀緒に配布する冊⼦をご確認いただ 
き、お店選びや参加時間をお決めください。 
〇チケット発売日 7 月 11 日(木)〜8 月 22 日(木) 参加店舗等にて販売します。 

 (同時開催イベント) 
〇「着物(浴衣)DE まち歩き」 
  バル当日着物もしくは浴衣で参加していただくと、本部(川本喜⼋郎⼈形美術館下)にて、ドリンク 

１杯のサービスが受けられます︕城下まち・飯田を併せてお楽しみください。 
※中心市街地の小売商業者(呉服店)と連携し浴衣の着付け優待事業に取り組みます。 

 ○お気軽セッションタイム♪ 
   音楽愛好家により参加飲食店等でパフォーマンス披露。飲食以外にも芸術⽂化に触れていただける⼀機会を 

提供します。IIDA WAVE、いいだ⼈形劇センター、飯田⽂化協会との協働により、出演者を決定します。 
【アピールポイント】 
 ○「地元の食材に触れよう︕味わおう︕」 

参加店の中で、地産地消に注目したバルメニューを考えています。また、市⺠団体「やさい WAVE」とコラボし、「伝
統野菜」や「有機野菜」を使ったメニューで、地元野菜を味わえるメニューを提供する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第４回飯田丘のまちバル」を開催します！ 

令和元年 6 月 20 日（木） 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

■ イベント等の事前告知 

■ 当日の取材依頼    ■ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  □あり 

■後日掲載（6月 20 日） 

まちなかを回遊しながら既存飲食店の魅⼒を発信することにより、恒常的なまちなかの賑わいを創出し商業振興を図る
ため「飯田丘のまちバル」を開催します。今年のまちバルもパワーアップしてお届けします︕ 
 



丘の上飲食店で食べ歩き
飲み歩きまち歩き 参加店舗の中からお好きな店舗をチョイス！

主催：飯田丘のまちバル実行委員会　協力：IIDA WAVE、いいだ人形劇センター、飯田文化協会、長野県タクシー協会飯田下伊那支部　協賛：喜久水酒造㈱、信州まし野ワイン㈱、アサヒビール㈱、キリンビール㈱、サッポロビール㈱、サントリー酒類㈱、北陸コカ・コーラボトリング㈱
後援：飯田市、南信州観光公社、国際りんご・シードル振興会、信濃毎日新聞社、中日新聞社、南信州新聞社、㈱飯田ケーブルテレビ、飯田エフエム放送、月刊・タウン情報いいだ、OASISU、月刊まじめ

【お問い合わせ】 TEL.0265-52-1715（平日8:30～17:15）　ホームページ http://okabal.xyz/飯田市中心市街地活性化協会(事務局)

オープニング11:00  参加店オープン11:30

第4回 飯田丘のまちバル

2019.8.25 ※参加店舗ごとにバル開催時間が異なります、ホームページにてご確認ください。

前売チケット：1冊3,500円 (5枚綴り)
当日チケット：1冊4,000円 (5枚綴り)
※当日チケットは本部のみ取り扱い（川本喜八郎人形美術館下／本町1丁目）

参加店舗にて7/11(木)～8/22(木)まで販売します。
TICKET 飯田駅前観光案内所、まちなかインフォメーションセンター、飯田商工会議所、㈱飯田まちづくりカンパニーでも取り扱っています。

※まちなかインフォメーションセンターのみ、前日17：00まで販売しています。
※前売券・当日券とも販売予定数に達し次第販売終了

sunday



バル当日着物もしくは浴衣で参加していただくと、本部にてドリンク１杯の
サービスが受けられます！

参加者全員で乾杯しましょう！（提供：喜久水酒造㈱）
音楽等のパフォーマンスもあります。

地元のパフォーマーが参加店舗やイベントスペースで投げ銭ライブを実施
します!　詳細は、チケットと一緒に配布するマップをご確認ください。

● 前売チケットは、7月11日(木)～8月22日(木)まで参加店舗、飯田駅前観光案内所、まちなかイン 
　 フォメーションセンター、飯田商工会議所、 ㈱飯田まちづくりカンパニーで販売します。
 　※前日17:00までは、まちなかインフォメーションセンターのみで販売します。
● 当日チケット及びバラ売り券(バラ売りはチケット購入者対象 1枚800円)は、丘のまちバル本部
　 にて当日11：00から21：30まで販売します。
● いずれも販売予定数に達し次第販売終了となりますので、お早めにお買い求めください。
● チケットの事前取り置きは、飯田商工会議所で受付けています。 ☎0265-24-1234 （平日9：00～17：00)

※飲酒運転は絶対におやめください
※未成年の飲酒は法律で禁止されています
※タバコの吸い殻やゴミのポイ捨てはおやめください

お気軽セッションタイム
当日に限りタクシーでバルチケットを利用する事が出来ます。ご乗車に付き、お一人1枚を700円
として利用出来ます。但し、おつりは出ません。不足する場合は、現金にてお支払いください。

信濃飯田龍車が人力車を運行します。
当日に限りバルチケット１枚で一回乗車できます。(2人乗り)
運行時間が予定より早く終了する場合があります。

あとバル
8月26日（月）～9月1日（月）

バルに楽しく参加するために

※現金との交換はできません。
※おつりは出ません。

チケット販売・購入方法

バルタクシー

人力車DEバル

着物(浴衣)DEまち歩き

オープニングセレモニー

前売チケット：1冊3,500円 (5枚綴り)
当日チケット：1冊4,000円 (5枚綴り)

お得な前売り券を参加店舗でゲットしましょう！
（当日券のみバラ売り有／チケット購入者対象）
前売券・当日券とも販売予定数に達し次第販売終
了となりますので、お早めにお買い求めください。

 バルチケットを購入
（1冊5枚綴）❶

ちょっと気になっていたお店にも行ってみよう！あなたの
お気に入りのお店を発掘してください☆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長
時間の長居を避けて、譲りあって楽しくご参加ください！

バルチケット1枚で
「1品＋1ドリンク」❸

1冊を2人で使ったり、2冊を3人で使ってもOK。但し
1人で1枚を使ってください。ノンアルコールの用意
もありますので、ご家族での参加も大歓迎です。

1冊のバルチケットを
分け合ってもOK!❹バルチケット＋マップを片手に

お好きなお店へ！❷
お店の詳細情報や当日の混み状況・売り切れ状況は
Facebookにアップします。お店が混んでいる場合は少
しお並びいただきます。その間バル参加者との情報交
換等コミュニケーションをとって楽しくお待ちください。

（11時より本部）

（11：30～15：00頃  停留所：本部）

私たちの故郷・飯田には美味しいものがたくさんあります。各店で地元の食
材や飲み物に注目したバルメニューを考えています。
さらに「やさいWAVE」とのコラボ企画も計画中です。

地元の食材に触れよう！
味わおう！

（当日のみ）

チケットが使い切れなかったなど残っ
てしまったチケットを、「あとバル」期
間中に、あとバル参加店にて1枚700
円の金券としてご利用になれます。 

本部(川本喜八郎人形美術館下)

まちバル参加店舗

○バルのチケット提示で浴衣の着付け500円！(事前予約制)
   ・各店人数に限りがあります。早めの予約をおすすめします。
   ・着付けに使用する小物は各自ご用意ください。
   ・夏着物の場合は料金が異なります。
○浴衣関連商品を購入される方、チケット提示で優待あり！
　（各店舗にお問い合わせください）

かぢや呉服店：
かつや呉服店：
呉服のべにや：
佐々木呉服店：
澤村屋呉服店：

銀座2-11
中央通り1-19
吾妻町27
知久町3-10
知久町1-22

☎22-0529
☎22-7411
☎22-1349
☎22-0439
☎24-5100

浴衣を着られる方におトクな情報！

丘の上飲食店での食べ歩き・飲み歩き・まち歩きのイベントです。１冊５枚つづりのチケットとマップを手にして色々なお店を巡りなが
らグルメなまち歩きを楽しみましょう。１枚のチケットと引き換えにお店でピンチョス（おつまみ1品）とドリンク（1杯）が楽しめます。丘のまちバルとは？

旭鮨
ATAGO
信州 飯田餃子
一夢庵
駅前カフェ 一茶堂
BlackSabbath by UNO
海鮮酒場 裏萬房
Heureux
ワインサロン エスポワール
南部山賊あげの店 丘の上のふくろう
焼肉居酒屋 おまかせ亭
そば処 かざこし
cafe dining ⓔ
かぶき屋
小料理 琴
鉄板焼Dining銀座ハンバーグ
夢・串工房 クッシーナ
KURANO
蔵の御幣餅 飯田駅前店
KichenCafeぐり~ん
FOOD&BAR Glück
gulgul~本町カラアスヘノトビラ
黒金屋
Pizzeria il Saryo
和食 山栄
喰酔 三代目
おばんざい 三の蔵
カフェ三連蔵
BAR 時代屋
樽生ワインと肉バル ジャングル

洋食 SOLA
TATSU屋製麺所
バルDARA
串屋 長右衛門 飯田中央店
月うさぎ
BAR TOMO
ナチュラルキッチン TESSHIN
炭火居酒屋 のんべえ
北の味 はこだて
Burger Cafe PAL’S
Bar VANQUISH
Pizza ヒコノキ
ひらのや
BAR フィフティーズ 1950
Blood
ホルモン甲子園
スペインバル マージ
MAIN BAR Matsu
丸中商會
slow food 萬房
三河家食堂
紋次郎
旨肉酒場 やきまる
FOOD&BAR REAZY
BAR Reunion
MEN'S BAR LEON
リラクゼーション&カフェ Ren
ロコデリ
樽生ワインと餃子バル 浪漫
一夜限りのシードルバー Cider 飯田

ま
ち
バ
ル
の

楽
し
み
方

参加店舗


