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令和２年

ナイト・バルの楽しみ方

おおた

１. 公式ガイドブックを事前に入手。

おおたナイト・バル公式ガイドブック配布先は、太田商工会議所、太田市内（旧新田町・尾島町・藪塚本町除く）の各行政セ
ンター、太田市役所（商業観光課）です。
※公式ガイドブックは、数に限りがあるため無くなり次第、配布終了となります。
（配布は平日のみ）。

２. 夜になったら公式ガイドブックに掲載されている参加店へ GO!!

注文前に必ず参加者全員が、ガイドブックを提示し、
「おおたナイト・バルに参加します !」と伝えてね。

３. １回の来店で１人 2,000 円（税込）以上の飲食を楽しんで♪

ぜひ、「おすすめメニュー」を堪能してみてね。バル参加者にはオリジナルサービスがあるかも・・・‼各店舗に掲載されて
いる料理等の値段は税込価格です。

４. ガイドブック巻末のハガキにスタンプを押してもらう。

１回の来店につき１人 2,000 円（税込）以上飲食して、スタンプをゲットしよう。
たとえば、
２人で来店した場合、
合計金額が 4,000 円
（税込）
以上となれば、
それぞれのガイドブックにスタンプを GET できます。

５. 異なる店舗のスタンプ３つを集めて応募しよう。

異なる店舗のスタンプ３つで１口とし、１枚のハガキで最大４口まで応募できます。
※応募が済んでもガイドブックは保存して活用してね (^▽^)/
●参加店舗は感染症対策をして皆様のご来店をお待ちしております●

注意事項は裏面をご覧ください。

【主催】太田商工会議所 【後援】太田市 【お問い合わせ】太田商工会議所

TEL:0276-45-2121 〒373-8521 群馬県太田市浜町 3-6

◆企画提案型地域経済活性化事業◆

ナイト・バル 参加店舗一覧

おおた

①蒼天

②ピリカ 新井店

③焼肉飯店 やしろう苑

太田市東矢島町1017-9
0276-46-2652
18:00〜21:30
月曜日
☆焼き餃子（３個）￥297
☆からあげ（５個）￥550
☆マーボー ￥935

太田市新井町377-19
0276-46-6290
11:00〜14:50／17:00〜21:50
水曜日
☆ピリカラーメン ￥890
☆将軍 ￥970
☆しめじラーメン(醤油・味噌・塩） ￥780

太田市下浜田町1087-21
0276-45-3014
平日11:30〜13:30／17:00〜21:30
土・日・祝日11:30〜21:30
火曜日
☆上タン塩 ￥990
☆並ハラミ ￥880
☆特製カルビラーメン ￥780

④イタリアンレストラン プリマベーラ ⑤昭和レトロ居酒屋 城代

⑥Dining＋Bar Razzle Dazzle

⑦喫茶喫酒Mahoroba

太田市新井町566-29
0276-46-5625
11:30〜13:30／17:30〜21:00
火曜日・第３水曜日
☆栗と木の子の焼きリゾット ￥1,650
☆鴨のコンフィ ￥1,980
☆ひらめのカルパッチョ ￥1,320

太田市飯田町148-2
0276-46-9950
平日・祝日17:00〜23:00
土・日曜日15:00〜23:00
火曜日
☆一人鍋 ￥600〜
※鍋のお供 ￥100〜

太田市飯田町741-5
0276-46-7321
18:00〜5:00
火曜日
☆月替わりのフレッシュフルーツカクテル ￥800〜
☆こだわりのハンバーガー全６種類 ￥950〜

太田市飯田町708-1 清水ビル2F-A
0276-52-8283
19:00〜3:00
日曜日
☆季節のフルーツカクテル￥935〜 ￥1,045
☆ウィスキー各種 ￥660〜￥3,850
☆牛フィレ肉のステーキ160g ￥2,640

⑧名車平

⑨ダニエルハウス

⑩手打ちらーめん麺之介

⑪Bistro Famille

太田市飯田町860
0276-52-8870
17:00〜24:00
日曜日
☆鴨鍋（２人前から）１人前￥1,728
☆名車平盛り ￥3,024

太田市飯田町895
0276-47-1222
11:00〜15:00／17:00〜22:00
日曜日
☆US産サーロインステーキ ￥2,145
☆クワトロフロマージュ(白) ￥1,309
☆ダニエルチキン ￥913

太田市新井町549-22
0276-49-2633
11:30〜14:30／17:30〜22:00
月曜日（祝日の場合は翌日）
☆しょうゆらーめん ￥720
☆麺之介餃子 ￥420

太田市新井町550-9-2
0276-55-8330
11:30〜14:30／17:30〜22:00
木曜日
☆前菜盛り合わせ ￥1,870
☆子羊肉のロースト ￥2,420
☆チーズの盛り合わせ ￥1,430

⑫和食会席料理 成花

⑬BEER BAR BREAK

⑭土間土間 太田駅前店

⑮トラットリア パラヴィーノ

太田市内ケ島町1457-1
0276-60-1004
11:30〜15:00／17:00〜22:00
月曜日・日曜日ディナー
☆松花堂御膳 ￥1,870
☆花かご御膳 ￥2,750
☆上州牛ステーキ ￥2,750

太田市飯田町1019-1
0276-59-9078
17:00〜2:00
月曜日
☆フィッシュ＆チップス シングル ￥660
☆シェパーズパイ（挽肉と野菜のマ
ッシュポテトグラタン） ￥495
☆ソーセージ盛り合わせ ￥825〜

太田市飯田町1190 2F
0276-60-2822
平日・日・祝日17:00〜25:00
土曜日17:00〜26:00
無
☆チーズダッカルビ ￥869
☆自家製チャーシュー ￥649
☆テリヤキチキンピザ ￥649

太田市飯田町1294-1
0276-55-5886
11:30〜14:00／17:30〜22:00
日曜日
☆おまかせ肉の盛り合わせ５種 ￥3,278
☆足利マール牛ランプステーキ ￥2,640
☆鮮魚のアクアパッツァ ￥2,640〜

⑯旬彩寮庭 宮のもり

⑰Ristorante Moderato

⑱太進寿司

⑲Oyster and Wine Bar RITZ

太田市浜町3-6 太田商工会議所会館1F
0276-48-4111
11:00〜14:30／17:00〜22:00
無
☆上州麦豚ロースト茸クリーム添え
￥1,045
☆韓流イカポッカ ￥825

太田市藤久良町54-10
0276-56-9947
11:00〜15:00／18:00〜22:00
不定休
☆ラムチョップ ￥1,000
☆アクアパッツァ ￥2,000〜

太田市西本町54-23
0276-31-2411
11:30〜14:00／17:00〜21:00
水曜日
☆特上寿司 ￥2,750
☆竜田揚げ ￥660

太田市飯田町1396 １F
070-2177-7500
平日・日曜日18:00〜24:00
土曜日18:00〜26:00
月曜日・第３火曜日
☆ブランド牡蠣の食べ比べ５種類 ￥2,160〜
☆６種のレア肉盛合せセット（ポテトフライ付き）￥1,690
☆北海道噴火湾卵持ち炙り活ホタテ（キャビアのせ）￥ 580

⑳旬菜茶房 美川 太田店

㉑大衆食堂昭和レトロ居酒屋 わっしょい ㉒おおたKITAGUCHIバル

㉓アロマヴィータ イオンモール太田店

太田市新島町375-2
0276-46-1338
11:30〜15:00／17:00〜22:00
月曜日
☆月替わり 夕膳 ￥1,958

太田市東本町17-6
0276-55-3196
平日11:30〜23:00
土曜日11:30〜0:00
日曜・祝日
☆どでかからあげ ￥660

太田市東本町18-23
0276-55-6885
平日17:00〜23:00
土曜日15:00〜24:00
日・祝日15:00〜22:00
月曜日／第１・3火曜日
☆自家製ローストビーフハーフサイズ ￥990
レギュラーサイズ ￥1,980

太田市石原町81 イオンモール太田1F
0276-47-8357
11:00〜22:00
無
☆Pizzaマルゲリータ ￥1,034
☆pastaエビとアボカドマスカルポ
ーネdeトマトクリーム ￥1,133

㉔海鮮ダイニング美喜仁館 太田店 ㉕イタリアンレストラン ピア

㉖佐野青竹手打ちらーめん 大関

㉗八王子農園

太田市藤阿久町805-1
0276-47-3666
11:00〜22:00
無
☆まぐろ三昧御膳 ￥1,639
☆美喜仁特選寿司 ￥3,234
☆赤城牛サーロインステーキ ￥2,178

太田市鳥山下町854-1
0276-22-6711
11:30〜14:30／17:30〜22:00
月曜日
☆醤油らーめん ￥730
☆餃子 ￥400
☆チャーハン ￥650

太田市菅塩町1029-10
0276-37-0300
11:00〜22:00
無
☆牛ヒレステーキセット ￥3,300
☆刺身定食 ￥1,800
☆ピザ ￥850

【表示例】

○参加店店舗名
所在地

電話番号
営業時間
定休日

☆おすすめメニュー

太田市東本町42-6
0276-22-3152
11:00〜15:00／17:00〜22:00
無
☆黒にんにくスパゲッティー ￥950
☆チキンのトマトチーズ焼 ￥940
☆和風ハンバーグステーキ ￥990

①おおたナイト・バルの参加資格は20歳以上の方です。20歳未満の方と一緒に来店
した場合は、合計金額には20歳未満の方の飲食代分も含まれます。
ただし、
オリジナルサービスは20歳未満の方は対象外となります。
※注 17:00以降の飲食がスタンプ押印の対象となります。
②ナイト・バル参加の意思表示をし、オリジナルサービスの提供を受けたが、
１人
2,000円
（税込）
以上の飲食を行わなかった場合には、オリジナルサービス分の料
金が発生する場合があります。
③年末年始の営業については、各店舗にお問い合わせください。

スタンプ３種類集めると
抽選で39名様に
「太田市金券」が当たる！！

