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宮之阪エリア 枚方市駅エリア

枚方公園エリア

about a coffee3

枚方市宮之阪1丁目 9－32
TEL 072-898-5117

《バルタイム》23・24日 11：30～22：30 ワインバーテラ8

枚方市大垣内町1丁目
TEL 072-846-8711 

《バルタイム》

1-10

12 Puppy'sBar(パピーズバー)

TEL 072-846-1820

《バルタイム》

枚方市川原町９-20第二西森ビル5F

本格炭火焼鳥 山くら16

枚方市川原町10-6
TEL 072-844-7833

《バルタイム》23・24日17：30～23：30

20 PEKE

TEL 072-844-9061

《バルタイム》

枚方市川原町10-7-12

四万十 寺田屋24

TEL 072-845-2001

《バルタイム》

枚方市岡東町11-14

喜えん（夜営業）36

TEL 072-846-1777

《バルタイム》

TAKE3ビル3F枚方市新町1-2-10

BAR Baby Hearts28

枚方市岡東町12-3
TEL 072-845-3333

《バルタイム》

サンプラザ3号館 B1F

4 やきとりと合鴨料理のお店鳥良

TEL 072-844-9025

《バルタイム》24日18：00～20：00

枚方市大垣内町３-３-４

ごほんさんぼん32

枚方市岡東町19-1 京阪ザ･ストア1F
TEL 072-845-7503

《バルタイム》

40（Sun's crepe）サンズクレープ 

枚方サティＢ１Ｆ
TEL 072-800-1107

《バルタイム》

枚方市岡本町7-1-203

3.cafe(サンドットカフェ）9

枚方市大垣内町２-５-７
TEL 072-808-6273

《バルタイム》

宮村ビル 地下１階

大衆割烹 富久路13

枚方市川原町10-4-15
TEL 072-844-9040

《バルタイム》23日17：00～24：00

17 Funny vo.2

TEL 072-844-0039

《バルタイム》

枚方市川原町10-6 ２Ｆ

韓喜屋21

TEL 072-843-2261

《バルタイム》

枚方市川原町13-2 川原第二ビル１F

25 町屋イタリアンCafe&Bar 蔵六

TEL 072-841-0156

《バルタイム》

枚方市岡東町22-1

宮崎地鶏専門店 鳥将軍37

枚方市岡本町2-12
TEL 072-846-1611

《バルタイム》23日２４日17:30～26:00

野村ビル1F

れんこん屋 パートⅡ 蓮の華29

枚方市岡東町12-3
TEL 072-846-5663

《バルタイム》23・24日15：00～19：00

サンプラザ3号館 B108

CAFE DE MAILE5

枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル2階
TEL072-845-5177 

《バルタイム》 23・24日11：30～17：00

居心伝33

枚方市新町1-2-10 TAKE3ビル3F
TEL 072-861-5280

中華料理 福満楼41

枚方市岡本町19-20
TEL 072-844-6327

《バルタイム》

エル枚方食遊館 1F

旬　食美人10

枚方市川原町5-3
TEL 072-841-8099

《バルタイム》23・24日17：00～26：00

ふろーりすとYOU14

TEL 072-804-4939

《バルタイム》

枚方市川原町10-4-13

あっちゃんの台所18

枚方市川原町9-15 
TEL 072-845-1240

《バルタイム》

amoretto(アマレット)22

枚方市川原町11-10
TEL 072-843-2311

《バルタイム》

川原第一ビル 1F

イタリアンGreen26

枚方市岡東町22-12
TEL 072-841-1822

《バルタイム》23・24日1７：00～２４：00

KICHIRI38

枚方市岡本町2-22 枚方デパートメントビル5F
TEL 072-845-2258

《バルタイム》

一品料理 千鳥30

TEL 072-843-8114

《バルタイム》

サンプラザ3号館 B1F枚方市岡東町12-3

RIZZA KITCHEN6

枚方市大垣内町2-17-5
TEL 072-843-0986

《バルタイム》　24日　17：00～22：30（L.O21：30）

34 炭火創作dining 火のや 温

TAKE3ビル3F
TEL 072-844-0051

《バルタイム》

枚方市新町1-2-10

YEBISU麦酒館42

枚方市岡東町14-40トムソーヤビルB1
TEL 072-845-2007

割烹ゆうな11

TEL 072-844-9333

《バルタイム》

枚方市川原町５－３

居酒屋修ちゃん15

枚方市川原町9-18
TEL 072-846-4456

《バルタイム》

七輪焼肉　炭香19

TEL 072-841-6800

《バルタイム》

枚方市川原町10-7-11

CAFE BAR Hobbit（カフェバル ホビット）23

枚方市川原町11-10
TEL 072-841-1640

《バルタイム》

川原町第一ビル101

宴屋じんべい27

枚方市岡本町24-1
TEL 072-843-2437

M's cafe39

枚方市岡本町2-2
TEL 072-841-5519

《バルタイム》

31 ポムの樹

京阪ザストア2階
TEL 072-846-1136

《バルタイム》

枚方市岡東町19-1

7 Dining Bar＆KitchenOrange Grove

TEL 072-841-1350
4-3 2F

《バルタイム》 17：00～24：0023日 18：00～24：0024日

枚方市大垣内町1丁目

喜えん（昼営業）35

TEL 072-846-1777

《バルタイム》

TAKE3ビル3F枚方市新町1-2-10

Cafe&Dining bar Legame （レガーメ）43

TEL 072-846-3800

《バルタイム》

枚方市東田宮1-14-5

草々徒 sousou.44

枚方市枚方元町 1-18
TEL 072-846-2811

《バルタイム》
お好み焼き 八洲45

枚方市三矢町7-8
TEL 072-846-7618

《バルタイム》23・24日17：00～21：00

MogaJogaDining 枚方宿(モガジョガダイニング）46

枚方市堤町2-15
TEL 072-846-3535

《バルタイム》
cafe雑貨 ルポ・デ・ミディ47

枚方市堤町10-12
TEL 072-843-1525

48 BISTRO Le Passage

枚方市堤町3-7-102 木南ビル
TEL 072-843-6001

三代目たくちゃん 49

枚方市伊加賀東町5-30
TEL 072-841-7288

《バルタイム》

与太呂50

枚方市桜町２－８
TEL 072-846-3380

《バルタイム》23・24日17：00～23：00
もも焼き本舗 ももやきちゃん 51

枚方市伊加賀南町3-1 
TEL 072-843-1525

《バルタイム》

タチバナビル１F
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23日
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23日

23日

24日

～26時

『激情！スパニッシュプレート』
→鶏レバーと豚ひき肉の田舎風
パテ、イワシの洋風南蛮漬けエス
カベーシュなど5品目
『喫茶（ケーキ）プレート』もご用意
しています。

『鳥良鍋』
だしにこだわり具材にこだわ
りました。合鴨、鶏、つくね、野
菜が入った自慢のお鍋です。
バルの24日に２時間限りの
特別限定料理！

海老とムール貝のオイル
煮＆700円以下のドリン
クメニューから1杯

串3種、枝豆、ミニ冷奴
＆生ビール、焼酎、チュ
ーハイ、オレンジジュー
ス、ウーロン、コーラの
いずれか一杯

『宮崎地鶏もも焼き』
→もも肉を1口サイズに切っ
て炭火で転がして焼く焼方で、
ゆず胡椒をつけて召し上がる
品です。

『北京ダックのクレープ包』
『月餅セット（ごま団子、月餅、
ドーナツ、プーアル茶） 』
『点心セット（小籠包、もも饅、
エビ焼売、プーアル茶） 』
『ビールセット（生中、焼き餃子
からあげ） 』

コンナムル（豆もやしのナムル）
、キムチ、ポッサム（煮豚）の
盛り合わせ＋生ビールor
マッコリorマッコリカクテルの
いずれか1杯

～26時

23・24日17：00～23：00

『フォアグラのパイ包み』
『若鳥のローマ風煮込み』
『ドイツソーセージの盛り
合わせ』『生ハムのスライ
ス』から何か一品出てきま
す。お楽しみに！　　　　　　　

『鮭とイクラの親子スパゲ
ティ（バル限定メニュー）』
か　『ナスとベーコンのボ
ロネーゼ（バル限定メニュ
ー）』＋ソフトドリンク1杯　　　　　　　

食べログで話題の宮崎
地鶏炭火焼料理の店。
地鶏の『荒塩焼』「キムチ
焼』『カラアゲ』から選んで
もらえます。

『鶏唐揚げ定食』＋ドリンク

猫のいる占カフェです。
猫と遊ぶのは無料、占は
別料金です。

『たこ焼きネギマヨポンズ
＋スジコン一品』
アルコールなら１杯です
が、ソフトドリンクなら２
杯サービスします！　　

『日替わりお造り』＋ドリンク

当日朝に仕入れる新鮮な魚
をお楽しみください！

『大将のおまかせ料理6種』
＋生ビール小、焼酎、ソフト
ドリンク、チューハイ、熱燗の
いずれか

『八洲焼＋ひきたてコー
ヒー』『ネギ焼＋吉野の
しょうが入クズ湯』　
どちらも通常1000円の
メニューです。

『ミニお寿司盛り合せ』
『泳ぎあじ姿造り』
仕入れにより刺身盛合せ
に変更あり　　　

人気メニューの蓮根鍋を
赤字覚悟でお出しします。
特別メニューですので２日
ともバルタイムは４時間に
限らせて頂きます。

『串揚＋サラダ＋どてやき』

煮物とグラスビール
和の食材を取り入れました。
（当日の仕入れでメニュー
の変更もあります）

《バルタイム》２４日17：00～22：00

24日

総勢51店舗が
創作した
バルのための
特別メニューを
ご堪能ください！

総勢51店舗が
創作した
バルのための
特別メニューを
ご堪能ください！

23・24日11：00～22：00
プチフルコース
～フランス料理をワンプ
レートで～ 　

おばんざい３種盛、
手羽先の唐揚げ２本
グラスビール、グラスワ
イン、チューハイ、ソフト
ドリンクいずれか一杯

『イチゴチョコデラックス』
（タピオカミルクティーとの
セットです） 

『どて焼き、ブリ大根、野菜サ
ラダ』ビールまたはチューハ
イいずれか１杯
メニューは好みに応じて
変更可 

焼酎水割り（麦・芋）、赤・白
グラスワイン、ビール、ソフ
トドリンクいずれか1杯
とミニオードブル
とカラオケ1曲無料

23日1９：０0～2４：０0

『洋風おでんトマト煮込み、
焼きたてパン』とグラスワイン 

23日

24日 噂のエクストラコールド+
手作りお通し+串焼きホル
モン2本（トントロ・ハラミ・
タン・豚バラ・おっぱい　
いずれか1種類）

《バルタイム》 12：00～22：0023日 16：00～22：0024日

23・24日17：00～23：00

23・24日 11:30～14:00   17:00～21:30

『しっとり抹茶ブラウニー
と紅あずまの和風ミニパ
フェ（バル限定メニュー）』
＆コーヒー
→ソフトクリームに抹茶ブラウニーのケー
キ、さつまいも（紅あずま）の甘露煮、黒豆
にメイプルシロップそして芋チップス！！

23・24日11:00～22:30

23・24日11:00～16:00

23・24日19:00～26:00

～26時

パスタ一品（和風・トマト・
カルボナーラ）、ドリンク
（コーヒーor紅茶）

蓮根ハンバーグ or 明太米
粉パスタ＋甘野菜スティッ
クサラダ
お好きなドリンクおひとつ

23・24日17：00～21：00
フィレステーキ（シャリアピ
ンソース）+お好きなドリン
ク一杯（生ビール中（キリン）
グラスワイン（赤・白）、ソフト
ドリンク各種、サワー各種、
焼酎各種

《バルタイム》 16：00～23：0023日 17：00～23：0024日

23日

24日

ベジテリ（野菜デリ）5種盛りあ
わせとビオワイン（ビールでも
ＯＫ）枚方の畑や各地の有機
野菜20品種以上を使った野菜
デリの盛りあわせ。
優しい料理に合うビオワイン
と共に。

24日

お客様のお好みに合わせたカ
クテルとそれに合わせた1デッ
シュを御提供させていただき
ます。

本格カクテル1杯+ミックス
ナッツ

24日1８：00～2４：00

24日

※イギリス産生ビール！！
バスペールエールと
スペインで出会った
ピンチョス3種盛り

23・24日1８：00～2５：00

～2５時

カクテル各種、バーボン、
スコッチ各種、スピリッ、
ウォッカ、ジン、テキーラ、
ラム
食べ物はお菓子のみ

23・24日20：00～26：00 23・24日17：00～23：30

～26時

23・24日1６：４５～２２：00

自家製釜焼きPIZZA&ハウス
ワイングラス　赤or白

23日1７：00～2２：00

23日

総合保険プロ代理店

七福神マネジメント

川原町商店街 バル実行委員会

「バル」とは南ヨーロッパでは軽食店や BAR のこと。　日本では今、
数件をハシゴしながら少しずつ店々の自慢料理を食べ歩く、「街バル」
が各地で開催され、新しい形の地域密着イベントとし楽しまれています。
そこで枚方市では“ 初 ”の食べ歩きイベント「京阪　天の川ウォーク
バル」を開催します。枚方市は七夕伝説の街です。秋空や星を見上げ、
風を感じながら、地元の魅力的なお店を再発見してみませんか？

京阪天の川
ウォークバル

『鮭トバ』＋生ビール
（premium malts）
梅酒（5種）カクテル
焼酎ウィスキー
バーボンのいずれか

23・24日20：00～29：00

～29時

当店自慢の『バルケーキ
セット』セレクトケーキ
（ガトーショコラ、ブリュレ
など）＋コーヒー、紅茶、
ソフトドリンク

24日1４：00～１６：00

ドリンク何でもお好きなも
の1杯＋インスタントラー
メン。20種類以上（韓国製
等も）からお好きなラーメ
ン1杯。タマゴ・ネギ・トッピ
ング可

23・24日20：00～25：00

火のや名物　鶏の辛揚、当
日直送鮮魚の造り盛り合せ
＋ドリンク　
エビススタウトクリーミートップ　パイント
中グラス、琥珀エビス樽生中グラス、パイン
アップルにごり酒、ラフランスにごり酒、
日本酒、燗酒　帰山　角衛門　天神囃子

23・24日17:00～23:00

23・24日17：00～2３：00

23・24日1８：３0～2７：00

～2７時

23・24日1８：00～2２：00

23・24日1１:00～2０:00

名物『金ごま担々麺』
当店自慢『特製鶏の唐揚げ』
ええ1グランプリで超人気の
『坦々生春巻』のいずれかと
ドリンク 

23・24日18：00～24：00

23・24日16:00～24:00

『エビマヨネーズ炒め＋

カマンベールじゃがもち＋

黒枝豆の塩ゆで』

　　　　　　　

kichiri特製

北海道産馬鈴薯

北海道産大粒

24日1７：０0～2３：00

『イカチジミ、豆もやし、チャン
ジャ、タコフェ、白菜・大根・
胡瓜キムチ、韓国のり』から
２点＋お好きなドリンク

24日

《バルタイム》 18：00～22：0023日 20：00～23：3024日

23日

24日

23日

24日

23・24日11:00～21:00

『トマトソースで食べる秋
刀魚の香草焼きと季節の
野菜セット』
ワイングラス・ビール・ウー
ロン茶から選んでください 

「ピンチョスの盛り合わせ
アマレット風」（写真は2名
様分）サイコロステーキと
フォアグラとウズラのソテー
ドリンク（赤ワイン）

23・24日21：30～24：00

『具だくさんのスープ+イロ
ハベーカリーのパンセット』
（ドリンクはメニューの中か
らお好きなものを選んでく
ださい） 

『土佐かつおの藁焼き
たたき」塩orぽん酢or
塩ぽん酢
土佐地酒orビールor
ソフトドリンク　　　　　

「世界のトマトパフェ」
＆ドリンク1杯 

23・24日18:00～21:00

《バルタイム》 14：00～16：0023日 14：00～18：0024日

23・24日14：00～16：00

23日

24日

※画像はイメージの場合もあります。また、仕入れの状況により、実際のバルメニューと異なる場合があることをご容赦ください。

23・24日17：00～22：00
『前菜三種盛り合わせ』
ローストビーフ、イタリア産
生ハムトマトのムース、ずわ
い蟹のトマトクリームワン
フォークパスタ。
60種類のドリンクから。



宮崎地鶏専門店 鳥将軍

amorettoamoretto

宴屋じんべい

七輪焼肉 炭香七輪焼肉 炭香

居酒屋修ちゃん

旬 食美人

ワインバーテラ

YEBISU麦酒館(B1F)

KICHIRI(5F)

中華料理
福満楼
中華料理
福満楼

お好み焼き 八洲

MogaJogaDining
枚方宿

四万十 寺田屋

Puppy'sBar(5F)

５CAFE DE MAILE(2F)


