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パティスリーNコトブキ

増田屋

伊勢伊酒店

マルキパン

らマルキ洋菓子店

中華 あゆ太

ルミラボ

Sweet Bitters

フラワーショップパイン

東京和晒創造館 てぬクリ工房

寄り道ピザ ROCCO

ラーメンBar 彦星

居酒屋 とよ八 立石店

麺屋西條

サラダ館ツクシ立石店

ビストロサイジョウ

中華  宝塔

蕎麦廚 やなぎや

人生のスパイス…

鳥正

BAR B-DROP

元祖あげもんじゃ bhuji-ya

カフェラウンジ ココリエ

ファミリーマートさかた立石駅前店

あした家

ほそや靴店

ソースポッド

ラビット

遊び舎（Books-U）

鈴屋食品

麺匠 にしわき

ぽっちり鳳龍

麺将 ケン暴

立石 舟和

東京ホルモン

nonna 立石店

やきとん豚燻

アッビナ

名もなき店  ふくすけ

葛飾区伝統産業館

焼肉どんぶり じゅじゅ亭

酒の美濃屋

兎月（とげつ）そば本店

FamilyMart Sakata Tateishi Station 

ASHITAYA

HOSOYA Shoe Shop

SAUCE POT

RABBIT

Asobiya (Books-U)

Suzuya Shokuhin

Mensho Nishiwaki

POCCHIRI HORYU

MENSHO KENBO

Tateishi FUNAWA

TOKYO HORUMON

nonna Tateishi 

Yakiton TONKUN

abbina

Namonaki mise FUKUSUKE

Katsushika-ku Traditional Industry Museum

Yakiniku bowl JUJUTEI

Sake no MINOYA (Liquor store)

Togetsu Soba main shop

Patisserie N KOTOBUKI

Masuda-ya

ISEI Liquor store

MARUKI Bakery

La-Maruki Confectionery

Chinese restaurant AYUTA

Rumi Labo

Sweet Bitters

Flower shop Pine

Tokyo Wazarashi Souzoukan, Tenu-kuri Atelier

Drop in (Yorimichi) pizzeria ROCCO

Ramen noodle Bar HIKOBOSHI

Pub TOYOHACHI Tateishi shop

Noodle Shop SAIJO

Salad-kan Tsukushi Tateishi store

Bistro SAIJO

Chinese restaurant HOUTOU

Soba-chu Yanagiya

Jinsei no Spice

TORISHOU

BAR B-DROP

Original Agemonja, bhuji-ya

Cafe&lounge COCOLIE

店舗によって、立石バルで利用できる時間が違います。効率よく街歩きを楽しんで！

バルタイムスケジュール Bar Time
Schedule

Time available for Tateishi Bar menu is different at each shop.
Please enjoy efficient walk around Tateishi.  

11:00～11:00～

16:00～22:0016:00～22:00

9:30～19:009:30～19:00

11:30～22:0011:30～22:00

10:00～20:0010:00～20:00

10:00～20:0010:00～20:00

10:00～19:3010:00～19:30

7:00～20:007:00～20:00

9:30～20:009:30～20:00

10:00～21:0010:00～21:00

10:00～17:0010:00～17:00

11:00～22:0011:00～22:00

12:00～21:0012:00～21:00

10:00～19:0010:00～19:00

10:00～17:0010:00～17:00

10:00～15:0010:00～15:00

10:00～20:0010:00～20:00

11:00～15:0011:00～15:00 17:00～21:0017:00～21:00

11:30～14:0011:30～14:00 17:00～23:3017:00～23:30

11:00～15:0011:00～15:00 19:00～翌5:0019:00～翌5:00

11:00～21:0011:00～21:00

12:00～17:0012:00～17:00

13:00～18:0013:00～18:00

16:00～24:0016:00～24:00

18:00～24:3018:00～24:30
（L.O.）（L.O.）

12:00～22:0012:00～22:00

10:30～19:0010:30～19:00土土

土土

11:00～13:0011:00～13:00日日

11:00～翌3:0011:00～翌3:00土土
11:00～翌1:3011:00～翌1:30日日

10:00～21:0010:00～21:00土土
10:00～20:0010:00～20:00日日

9:00～19:009:00～19:00土土
9:00～17:009:00～17:00日日

11:30～24:0011:30～24:00土土

9:30～18:309:30～18:30

11:00～18:0011:00～18:00

19:00～24:0019:00～24:00

16:00～23:0016:00～23:00

16:00～翌1:0016:00～翌1:00

18:00～23:0018:00～23:00

14:00～14:00～

土土

土土

土土

土土

11:30～21:0011:30～21:00日日

11:00～15:00  17:00～21:0011:00～15:00  17:00～21:00

11:30～15:00  17:00～19:0011:30～15:00  17:00～19:00土土
11:00～14:0011:00～14:00日日

18:00～翌5:0018:00～翌5:00土土
11:00～19:0011:00～19:00 ※無くなり次第終了※無くなり次第終了

※無くなり次第終了※無くなり次第終了

※無くなり次第終了※無くなり次第終了

日日

11:30～14:00  17:00～21:0011:30～14:00  17:00～21:00

17:00～24:0017:00～24:00

11/10  Sat
11  Sun

11/10  Sat
11  Sun

11/10  Sat
11  Sun

11/10  Sat
11  Sun

11/12 Mon ～16 Fri 11/12 Mon ～16 Fri After BarAfter Bar
あとバルあとバル

1冊4枚綴りのチケットをお買い求めください（詳しくはパンフレット中面をご参照下さい）
Please buy ticket books with 4 tickets each. (Please check out this brochure.) 

前売券

円円3,0003,000
Advance ticket

Sales period

当日券
Today's ticket

yen
円円3,5003,500 yen

販売期間 Sales period販売期間
2018.10.12 Fri～11.9 Fri 2018.11.10 Sat～11 Sun

東京ネットワーク Tokyo Network Co., Ltd. 
〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木4-3-8
4-3-8, Higashi-yotsugi, Katsushika-ku, Tokyo
TEL.03-3693-3646
FAX.03-3692-7545
MAIL.info-tateishi@shitamachi-bar.com
平日9:00～18:00（土・日・祝休み）
Mon.-Fri. 9:00-18:00 (Sat., Sun. & holidays are closed) HP：shitamachi-bar.com/tateishi

主催：立石駅通り商店会　後援：葛飾区・葛飾区商店街連合会・東京商工会議所葛飾支部

Go ea
ting, b

arhop
ping a

nd sho
pping!食べ歩き

、飲み歩き
、

お買い物
イベント

立石スーパーフェスティバル
イベント事務局

Contactお問い合わせ

立石立石ハル
201

8
201

8
立石立石ハル
201

8
201

8
立石ハル
TATEISHI BAR

201
8

S U P E R  F E S T I V A LS U P E R  F E S T I V A L

S U P E R
F E S T I V A L

2018.11.10 SAT
時 間 10:00～16:00
場 所 

Tateishi Station Street Shopping Promenade 

Time

Place

Samba & Awa Odori

&
主催 ： 立石駅通り商店会

※予定が変更になる場合がございます。※The schedule may change.

Organizer: Tateishi Station Street Shopping Promenade

タイムスケジュール
Time Schedule

阿波踊り 10：30～11：30

サ ン バ 14：20～15：30

Samba Awa dance

Tateishi Super Festival Event Office

Organizer: Tateishi Station Street Shopping Promenade Support: Joint Association of Katsushika-ku, Katsushika-ku Shopping Promenade and The Tokyo Chamber of Commerce and Industry Katsushika Chapter

Awa Odori

Samba

立石バルは
立石スーパーフェスティバル2018の

一環イベントです。
Tateishi Bar is a part of

Tateishi Super Festival 2018.  

サンバ 阿波踊り

Revi
val

Revi
val

立石駅周辺の商店街
（立石駅通り商店会）

表紙P8



バルのまわり方バルのまわり方
How to enjoy the Bar How to enjoy the Bar 
①Buy tickets①Buy tickets

チケット購入方法 How to buy the tickets

Shops with the mark 

Tateishi Bar is a part of Tateishi Super Festival 2018.  

Event outline 
Date: Sat.10 & Sun.11 November, 2018
After Bar: Mon.12～Fri.16 November, 2018
Event Time: 7:00～24：00 

 3,000円

もし当日参加できなかったり、チケットが余った場合は、翌日から5日間（11/12～16）［あと
バル］期間を設けます。あとバル対象店舗にてご利用ください。
あとバル期間はチケット1枚を、前売券は750円・当日券は875円の金券として利用すること
もできます。また、バル当日と同じメニューを用意しているお店もあります。

You can use extra tickets in those shops with this mark 
during After Bar period. (From 12th through 16th 
November)  You can also use your tickets as cash 
vouchers in Afer Bar ; 750 yen for each advance ticket 
and 875 yen for each today's ticket, but some shops will 
provide the same service as those in the regular Bar 
term.

Please buy the tickets. An advance ticket book is 3,000 
yen with 4 tickes. (A today's ticket book is 3,500 yen with 
4 tickets) 
Please refer to "How to buy the tickets".
 ※We cannot refund any ticket after sale.

②Find the shops you want to go  
At fascinating shops in Tateishi, you can enjoy special 
food and drink prepared especially for this event or you 
can find your favorite goods.  Check out our brochures 
full of special information about this limited time event. 

③Plan your original way for going
　around shops
On the Bar days, you can go freely around the shops 
listed in this brochure.  So, we recommend that you 
make a plan beforehand to go around the shops 
efficiently with your family and friends.

④On the Bar Day! 
At a shop, please get a Bar Menu from shop assistants. 
A ticket book has 4 tickets. Detach one ticket for each 
person from your ticket book and pass it to the shop 
assistants.  You can use 4 tickets in a book with your 
friends or go around 4 shops by yourself.  Or you can 
use a bar ticket for yourself and your companion can 
order regular dish in cash.  But please do not use two or 
more tickets in a shop for yourself or use only one ticket 
for two of you.  
※Bar menu might be sold out at some shops during Bar 
period.  
Tickets cannot be used as cash vouchers during Bar 
Days, Sat.10 & Sun.11 November.

⑤Be a master of the Bar! 
Enjoy the Bar by going around many shops.  At some 
shops, it might be crowded or a lot of people wait in line 
depending on the hours.  In those cases, please move 
over for other people or refrain from staying too long.  
Like in Spanish bars, please enjoy visiting shops of 
different genres. 
※Tateishi Super Festival 2018 will be held on Sat.10 
November.  On the day, we expect many shops would be 
crowded, so please allow enough time for taking part in 
the Bar. 

※Each customer can use only 1 ticket at a shop.  We can 
not give change. The shops will be open at the normal 
business hours.  The tickets cannnot be exchanged for 
cash in any case.  Not all the shops participate in After 
Bar.

このマークのある店舗が［あとバル］対象店です。

（〆切日がございます。詳しくはHPをご確認下さい。）
  (Please check the deadline for the sales in the website.) 

 インターネット購入 Internet sales

東京ネットワーク Tokyo Network Co., Ltd. 

ファミリーマート さかた立石駅前店
FamilyMart Sakata Tateishi Station 
葛飾区立石1-22-4　tel：03-5670-5773　販売時間：10：00～17：00
Address 1-22-4, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo Telephone 03-5670-5773
Sales period 10：00～19：00

Address 4-3-8, Higashi-yotsugi, Katsushika-ku,Tokyo  Telephone 03-3693-3646
Sales period 10：00～18：00 (Sat. Sun. & holidays are closed)

 shitamachi-bar.com/tateishi

※1店舗お一人様1枚のご利用に限ります。おつりは出ません。あとバルは、通常営業時間となります。
　いかなる場合もチケットの換金はできません。全ての店舗が［あとバル］対象店ではありません。

葛飾区東四つ木4-3-8　tel：03-3693-3646　販売時間：10：00～18：00

あと
バル
あと
バル

あと
バル
あと
バル

チケ
ット
チケ
ット

当日券前売券

マークのあるお店
（パンフレット中面をご参照下さい） (Please check out this brochure.) 

①チケットを購入
まず、チケットを購入します。チケットは前売券1冊3,000円 4枚綴りです。
（当日券は1冊3,500円 4枚綴り）
チケットのお求めはチケット購入方法をご覧ください。
※チケット購入後の払い戻しはできませんのでご注意ください。

②行きたいお店をチェック
立石のおすすめのお店が勢揃い！
このイベントのために用意された自慢の料理1品＋ドリンクが楽しめたり、素敵な品々が買
えたりとバル期間限定のお得情報が満載です。後悔しないよう、パンフレットをよく見て行
きたいお店を事前にチェックしましょう。

③まわり方を事前にプラン
イベント当日はパンフレット中面の参加店舗を自由に「ハシゴ」することができます。家族・
友だち・仲間と効果的に店舗をまわるプランを事前に立てておくとよいです。

④いよいよバルです！
お店に着いたら「バルメニューください！」と店員に伝
えてください。チケットは4枚綴りになっています。1
人1枚を切り取って店員に渡してください。１冊のチ
ケットをみんなで使うのもよし、1人で4軒の店をまわ
るのもよし、友だち2人で入店し1人はバル、1人は
普通のオーダー（現金払い）でもよし、etc、、、1軒の
お店で1人2枚以上のご利用や、2人で1枚だけのご
利用はご遠慮ください。
※お店によってはバルメニューが売切れてしまうところ
もあります。
また、10日（土）11日（日）のバル当日は、チケットは金券として扱えませんのでご注意ください。

⑤バル通になりましょう！
いろいろなお店でチケットを使ってバルを楽しんで下さい。お店や時間によって混んでいた
り、並んで待つこともあります。そんな時は、なるべく詰めたり、長居は避けるのがバルの
マナーです。スペインバルのように、たくさんのジャンルのお店をハシゴしながら楽しんで
下さい。
※11月10日（土）は立石スーパーフェスティバル2018の開催日です。大変混雑が予想されますのでお時間に余裕
を持ってご参加ください。

前売券 ： 平成30年10月12日（金）～11月9日（金）
当日券 ： 平成30年11月10日（土）11日（日）

Advance ticket　2018.10.12 Fri～11.9 Fri
Tickets for today　2018.11.10 Sat～11 Sun

Sales period

Advance ticket Today's ticket

Advance ticket Today's ticket

※土日祝休み

yen

 3,500円
yen

イベント概要イベント概要

開催日

時　間

2018年11月10日（土）・11日（日）

7：00～24：00
2018年11月12日（月）～16日（金）

※参加時間は店舗により異なります。　
　バルタイムをご確認下さい。

※Each shop has a diffent time schedule,
　 so please check out our brochures.

Shops with this mark are
available for After Bar. 

あとバル

立石バルは立石スーパーフェスティバル2018の一環イベントです。

前売券 当日券

販売
期間

チケット ※各4枚綴り
※4 tickets in each ticket bookTicket

11:00～10
土 無くなり次第終了

ファミリーマート さかた立石駅前店

赤霧島（900ml）１本 限定30本
※お１人様１本限り

バル
タイム

バル
メニュー

FamilyMart Sakata Tateishi Station BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After BarTAKE
OUT

1

葛飾・立石を愛するオーナーが皆様に日頃の感謝を
込めて、赤霧島をご用意してお待ちしております。

京成立石駅下車すぐのコンビニ。24時間365日
営業中 !!　お酒・タバコの販売もしています。
ご来店お待ちしております。

住
営

☎
休

立石1-22-4 03-5670-5773
24時間 年中無休

土 日 テイク
アウト

あと
バル

Address　1-22-4, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5670-5773
Business hours  24 hours  Regular holiday open 365 days a year

A convenience store in front of Tateishi station. We’re 
open for 24 hours every day. We offer alcohol and 
cigarettes. Please come to our store.

Our owner, who loves Tateishi in Katsushika, thanks to 
you all and looks forward to your visit.

One bottle of Akakirishima (900ml). 30 bottles only.
※Only one bottle for each

11:00～15:0010
土 17:00～21:00

□■□■□■□■ バル
タイム

バル
メニュー

XXXXXXXXXXXXXXXX BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN Ticket

0

土 日 席
チケ
ット

住
営

☎
休 不定休

16:00～22:0010
土

あした家

グラス生ビール1杯と
当店自慢のお刺身5点盛り

A glass of draft beer and a plate of 5 kinds of sashimi.

Bar menu is equivalent to ￥1,200!※with no appetizer
※sashimi may vary depending on buying situation.

Address　1-19-5-2F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-4561
Business hours  16:00 ～ 24:00（L.O.）   Regular holiday  irregular

バル
タイム

ASHITAYA BAR TIME SAT
11
日SUN

Ticket Bar seat 55

2

通常1,200円相当をご提供します！
※お通しはつきません。
※お刺身は仕入れにより内容が変わります。

地域密着を重視し、日々お客様とのコミュニケー
ションを大切にしております。板前一筋４０年の
調理長の料理とオーナー厳選の地酒が自慢です。
Neighborhood first and communication with our 
customers first.  Please enjoy our dishes cooked by our 
head chef with 40-year experience and well-selected 
local sake by our owner.

55チケ
ット

立石1-19-5-２F 03-3693-4561
16:00～24:00（L.O.） 不定休

9:30～19:0010
土

ほそや靴店

すてきなアンブレラ

バル
タイム

バル
メニュー

HOSOYA Shoe Shop BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN Ticket

3

すてきなアンブレラをバルチケットでお選びく
ださい。貴女の好みの傘がお待ち申し上げます。

ファミリーのシューズショップです。優しい
スタッフと語り合いながら、貴女だけのマイ
シューズをえらべます。

住
営

☎
休

立石1-19-7 03-3697-4410
9:30～19:00 なし

土 日 チケ
ット

A nice umbrella

Address　1-19-7, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3697-4410
Business hours  9:30 ～ 19:00  Regular holiday  none

A shoe shop for families.
Please choose your favorite shoes while chatting 
with our kind shop clerks.

Please choose an umbrella you like for one Bar 
ticket. Don’ t miss your favorite one!

11:30～22:0010
土

ソースポット

豚バラカレーにコールスローサラダ
or 杏仁プリン＋ソフトドリンク

バル
タイム

バル
メニュー

SAUCE POT BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 14

4

本格欧風カレーです。柔らかく煮込んだ豚バラ
は大好評、大人気です。

カレーハウスと言うよりはカフェのようなゆっ
たり空間です。アルコールも有ります。是非一
度ご来店を。

住
営

☎
休

立石1-20-6-1F 03-3697-2015
11:30～22:00 月

土 日 14席あと
バル

チケ
ット

Pork back ribs curry, coleslaw or apricot kernel
pudding + a soft drink

Address　1-20-6-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3697-2015
Business hours  11:30 ～ 22:00  Regular holiday Monday

We are like a cozy café rather than a curry restaurant.  
We also serve alcohol.  We’ re looking forward to your 
visit.

Authentic European curry.  The stewed tender pork 
back ribs are very popular.

10:00～20:0010
土

ラビット

Ｉ♥立石Ｔシャツ or
Ｉ♥葛飾Ｔシャツ1枚

I♥ Tateishi T-shirt or I♥ Katsushika T-shirt

Address　1-20-8, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3696-1295
Business hours  10:00 ～ 20:00  Regular holiday  none

バル
タイム

バル
メニュー

RABBIT BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 120TAKE
OUT

5

立石定番 !! Ｉ♥立石Ｔシャツ＆Ｉ♥葛飾Ｔ
シャツを着てバルを楽しもう！

子供服からシニアまで幅広く取り揃えていま
す。掘り出し物を探して下さい。良い品が豊
富に揃っています。

住
営

☎
休

立石1-20-8 03-3696-1295
10:00～20:00 なし

We have variety of clothes for all ages, from children to 
the elderly.  Find your favorite ones.  We have a good 
selection of products.

Popular T-shirts in Tateishi!! Let’ s enjoy Bar in I♥ 
Tateishi T-shirts or I♥ Katsushika T-shirts!

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

Ticket

チケ
ット

17:00～24:0010
土

遊び舎（Books-U）

ボードゲーム2時間＋
ソフトドリンク飲み放題

バル
タイム

バル
メニュー

Asobiya (Books-u) BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 20

6

２時間¥1,100をチケット１枚で遊べます。
ソフトドリンク飲み放題もついています。

１階は古本屋、２階はＴＣＧ専門フロア、３
階はボードゲームカフェと１～３階まで楽し
める空間となってます。

住
営

☎
休

立石4-26-11立石ビル 03-3693-6950
17:00～24:00 なし

土 日 20席あと
バル

チケ
ット

Board game playing 2 hours + free soft drinks

Address　4-26-11, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-6950
Business hours  17:00 ～ 24:00  Regular holiday  none

1st floor: used book shop,  2nd floor: TCG (Trading 
Card Game), 3rd floor: board game café 
Please enjoy on each floor.

1 Bar ticket for board game playing 2 hours (equivalent 
to ¥1,100) and free soft drinks.

10:00～19:0010
土

鈴屋食品

三陸産生ワカメ400g
Wakame seaweed from Sanriku 400g

Address　1-18-6, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3697-6068
Business hours  10:00 ～ 19:00  Regular holiday  Thu.& Sun.

バル
タイム

バル
メニュー

Suzuya Shokuhin BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT TAKE
OUT

7

ミネラル豊富な、おいしい三陸産生ワカメは
身がしっかりしていてとけません。ぜひ一度
ご賞味ください。

ハカリ売り中心のお惣菜・漬物・塩干物のお
店です。とにかく味が自慢。食卓に一味どうぞ。
We sell delicatessen food, pickles and salted dried fish 
mainly by measure. Anyway, we are proud of the taste. 
Please try them for your table.

Mineral-rich and delicious Wakame seaweed from 
Sanriku can be maintained the firmness. Please try it.

土 テイク
アウト

住
営

☎
休

立石1-18-6 03-3697-6068
10:00～19:00 木・日

10
土

麺匠 にしわき

生ラーメンセット

バル
タイム

バル
メニュー

Mensho Nishiwaki BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 120

8

国内産小麦粉を使用した生ラーメン・ゆで麺
をセットにしました。AセットBセット2種
類あります。

こだわりの麺と天ぷらめんつゆ等を販売して
います。又卸売も注文があれば安く販売させ
て頂きます。

住
営

☎
休

立石1-19-2 03-3694-0881
10:30～19:00 日

土 日 120席あと
バル

A set of raw ramen noodle

Address　1-19-2, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-0881
Business hours  10:30 ～ 19:00  Regular holiday Sunday

We sell special noodle, tempura soup and others. 
We also accept wholesale for your request.

A set of raw ramen noodle and boiled noodle 
made from domestic flour.  A set or a B set.

土10:30～19:00
日11:00～13:00

TAKE
OUT

テイク
アウト

13:00～18:0010
土

ぽっちり 鳳龍

当店人気の小野菜炒め+
シュウマイ2個+チュウハイ1杯

Address　1-18-9, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3692-5735
Business hours  11:30 ～ 20:30  Regular holiday  Thursday

バル
タイム

バル
メニュー

POCCHIRI HORYU BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 8

9

少量サイズの野菜炒めとシュウマイ2個と
チュウハイ1杯

少量サイズの御料理、おつまみを揃えて、お
客様をお待ちして居ます。女性のお一人様も
大歓迎です。
With our small-sized dishes and snacks, we look 
forward to your visit. We’ ll welcome a female 
customer coming by herself.

A small-sized sauteed vegetables plate, 2 steamed 
meat dumplings and a glass of chuhai, shochu highball

Our popular sauteed vegetables plate (small-size) + 2 
steamed meat dumplings + a glass of chuhai, shochu highball.

土 日 8席あと
バル

住
営

☎
休

立石1-18-9 03-3692-5735
11:30～20:30 木

11:00～15:0010
土 17:00～21:00

立石そば

国産もち豚バラせいろ+ドリンク
(小生ビール or ソフトドリンク )

Domestic rice cake bamboo plate of pork
back ribs+ drink (Small draft beer or soft drink)

Domestic rice cake pork back ribs, eggplant and the topping 
shimeji mushroom, burdock, thin fried tofu and Welsh onion 
enter are held, oh, particular soba agrees with soup!

Address　4-9-7, Higashitateishi, Katsushika-ku
Telephone　03-3691-0536/Regular day off Wednesday
Business hours11:00 ～ 21:00(Weekday 15:00-17:00 rest)

バル
タイム

バル
メニュー

Tateishi Soba BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 120TAKE
OUT

0

国産もち豚バラ、ナス、しめじ、ごぼう、油揚げ、長ねぎ
が入る具だくさん汁に、こだわりのおそばがマッチ！

創業九十有余年の老舗そば店。こだわりのおそばに加え会
席料理、和食御膳、しゃぶしゃぶなどメニュー充実

住
営

☎
休

立石1-1-1 03-0000-0000
11:00～22:00 不定休

Foundation more than ninety store near the annual 
lon-gestablished store. Particular formal Japanese 
dinner,Japanese food table and beef and vegetables cooked 
in broth as well as soba are the menu substantiality!

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

業態

アイコン
説明

バルメニュー
写真

店舗情報

地図番号
バルメニュー

店舗PR

バルメニュー
説明

バル参加日・
参加時間

店
舗
情
報
の
見
方
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10
土

麺将 ケン暴

節しょうゆらーめん+
ソフトドリンク（黒ウーロン茶除く）

バル
タイム

MENSHO KENBO BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 120

10

オリジナルブレンドの魚の節と背脂しょうゆ
のコラボレーション！超絶旨し！是非ご賞味
くださいませ！

背脂と辛激の二刀流麺屋です。葛飾で随一の
旨辛こってりらーめん目指して辛さもこって
りも暴れてます。住

営
☎

休
立石1-20-1 03-5654-8055
11:00～翌1:30  金土祝前11:00～翌3:00 なし

土 日 120席あと
バル

Address　1-20-1, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5654-8055  Regular holiday none
Business hours 11:00AM～ 1:30AM  Fri.& Sat.11:00AM～ 3:00AM

Fish shavings ramen noodle + a soft drink (except 
black oolong tea)

Fatback and shingeki (extra hot).  We are fighting to be 
a No.1 yummy hot ramen shop in Katsushika.

Original blend of fish shavings and fatback soy sauce! 
So Good! Don’ t miss it!

17:00~

土11:00～翌3:00
日11:00～翌1:30

10:00～17:0010
土

立石 舟和

大人セット or 舟和セット　
（お土産付き）

Adult set or FUNAWA set (with souvenir)

Address　1-18-10, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-0270
Business hours10:00～17:00 Thu.～15:00  Regular holiday irregular

バル
タイム

Tateishi FUNAWA BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 34TAKE
OUT

11

お抹茶と芋ようかん・あんこ玉のセットをオリジナル
スイーツにも組み合わせできます。
おみやげ付でお得感満載。

絶品芋ようかんは手作りにこだわった浅草舟和の
のれん分け店 !! 甘味、お食事メニュー豊富。お酒
も堪能できます。
We are a branch of Asakusa Funawa, famous for its 
homemade imo-yokan!! Variety of food and drink.

A set of green tea, imo-yokan and anko-dama. You can 
choose our original sweets for the set. Enjoy souvenir 
sweets, too!

土 日 34テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

AbcdefghijklmnAbcdefghijklmnAbcdefghijklmnAbcdefghijklmn
AbcdefghijklmnAbcdefghijklmnAbcdefghijklmnAbcdefghijklmn
AbcdefghijklmnAbcdefghijklmnAbcdefghijklmn

住
営

☎
休

立石1-18-10 03-3694-0270
10:00～17:00 木は15：00 不定休

12:00～17:0010
土

東京ホルモン

生ビール+特製煮込み
Draft beer + Special stew

Address　1-15-10-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5875-6399
Business hours  12:00 ～ 24:00  Mon.17:00～
Regular holiday irregular

バル
タイム

バル
メニュー

TOKYO HORUMON BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN TicketTAKE
OUT

12

生ビール+特製煮込みをご提供！やみつき間
違いなし !! 是非とも、ご賞味ください !!

芝浦直送！七輪でお客様に焼いて頂くスタイルの
ホルモン屋です。お肉の鮮度には自信があります！
Directly from Shibaura!  You can broil horumon, fresh 
pork innards, on a shichirin hot plate by yourselves. 
We’ re proud of the freshness of our food.

Draft beer and special stew!  You cannot stop eating!  
Don’ t miss it!! ※Take-out only on Bar days.

土 日 テイク
アウト

チケ
ット

住
営

☎
休

立石1-15-10中村ビル1F 03-5875-6399
12:00～24:00（L.O.23：00）月17：00～ 不定休

※バル当日はテイクアウトのみでのご提供

11:00～15:0010
土 17:00～21:00

□■□■□■□■ バル
タイム

XXXXXXXXXXXXXXXX BAR TIME SAT
11
日SUN

0 11:00～21:0010
土

nonna 立石店 バル
タイム

nonna Tateishi BAR TIME SAT
11
日SUN

13

土16:00～24:0010
土 日16:00～24:00

やきとん豚燻

おまかせ串3本+小前菜+
下町ハイボール or 各サワー

バル
タイム

バル
メニュー

Yakiton TONKUN BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 20

14

お店自慢のお任せ串3本と日替わり前菜3点
盛と下町ハイボールをセットで !!

オープン 1年 !! 新鮮な豚ホルモンを秘伝の
味噌ダレで串焼。地元に愛されるお店を目指
しております。

住
営

☎
休

立石4-27-9 03-6657-7760
火～金17:00～24:00土日16:00～24:00 月

土 日 20席あと
バル

チケ
ット

Address　4-27-9, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-6657-7760
Business hours  Tue.- Fri.17:00 ～ 24:00  Sat.& Sun.16:00 ～ 24:00
Regular holiday  Monday

3 skewers of grilled pork + small appetizer + a 
shitamachi highball or sour

The first anniversary of our restaurant!  Spit-roasted 
fresh pork innards with our secret miso sauce. We’ re 
working hard to be loved by our community.

3 skewers of our special grilled pork, daily special 
assorted appetizers and a shitamachi highball

18:00～24:30
（L.O.）10

土
アッビナ

パンクIPA（Sサイズ）+お通し

※ビールとお通しの内容は仕入れにより変わります。

バル
タイム

バル
メニュー

abbina BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 12

15

ポップを贅沢に使いグレープフルーツの香り
のパンク IPAとお通し。通常1,200円相当
のお試しセットです。

立石で、美味しいクラフトビールとアテが楽し
めます。常時6種類のビールを提供しています。

住
営

☎
休

立石4-27-9  2F 03-5654-9017
18:00～24:30（L.O.） 月

土 日 12席あと
バル

PUNK IPA (small) with appetizer

Address　4-27-9 2F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5654-9017
Business hours  18:00 ～ 24:30（L.O.）  Regular holiday  Monday

You can enjoy delicious craft beer and snacks in 
Tateishi. We always serve 6 kinds of beer.

Hoppy grapefruit flavored PUNK IPA with appetizer.  A 
trial set equivalent to ¥1,200.※Beer and appetizer 
may vary depending on buying situation.

Ticket

チケ
ット

15:00～22:0010
土

名もなき店 ふくすけ

特製鮮魚のカルパッチョと
サワー各種1杯

バル
タイム

バル
メニュー

Namonaki mise FUKUSUKE BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 10

16

通常1,200円相当のものをご提供します。
※お通しは付きません。

毎朝魚河岸で厳選した鮮魚と野菜を使った料
理、また地酒を30種類近く常備しています。

住
営

☎
休

立石4-27-8 1F 03-5654-9713
17:00～24:00 月

土 日 10席あと
バル

Carpaccio of special fresh fish and a glass of sour

Bar menu is equivalent to 1,200 yen. ※No appetizer

Address　4-27-8-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5654-9713
Business hours  17:00 ～ 24:00  Regular holiday Mon.

We use fish and vegetables highly selected at fish 
markets every morning.
We always offer about 30 kinds of local sake.

10:00～15:0010
土

葛飾区伝統産業館

ベッ甲細工orグラス各種・飾り小物
Tortoiseshell product or glass ornament

Address　7-3-16, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5671-8288
Business hours  11:00 ～ 18:00  Regular holiday  Mon.& Tue.

バル
タイム

バル
メニュー

Katsushika-ku Traditional Industry Museum BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 120TAKE
OUT

17

ベッ甲職人山川金作　耳かき・ストラップ３～
５種類　硝子彫刻職人松浦勝利　グラス各種・
飾り小物３～５種類

葛飾区内の職人が「天然素材」をつかい長年の「勘」や
伝統の「技」を駆使した伝統産業品の数々を展示・即売
しております。

住
営

☎
休

立石7-3-16 03-5671-8288
11:00～18:00 月・火

We display and sell traditional industry items made by craftsmen 
in Katsushika-ku.  They made those “natural material” products by 
using their longtime “sense” and traditional “technique” .

An earpick or a strap made by a tortoiseshell craftsman, 
Kinsaku Yamakawa. A glass or an ornament made by a glass 
sculpture craftsman, Katsutoshi Matsuura.
※available until we run out of products

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

※無くなり次第終了

11:30～14:0010
土 17:00～21:00

焼肉どんぶり じゅじゅ亭

カルビ定食+ウーロン茶
（1,200円相当）

Short rib plate + oolong tea (equivalent to ¥1,200)
※No drink for a take-out plate

Address　7-3-13-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-1318
Business hours 11:30 ～ 14:00　17:00 ～ 21:00
Regular holiday  Wednesday

バル
タイム

バル
メニュー

Yakiniku bowl JUJUTEI BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 13TAKE
OUT

18

カルビ焼・ナムル盛り合わせ・キムチ・ライス・
ワカメスープがセットの焼肉定食にウーロン
茶が付きます。

自家製タレのアミ焼き“焼肉定食”をお持ち帰
りもできます。（お弁当は、お早くお召し上がり下さい）
A grilled meat plate with homemade sauce can be 
take-out. (Please eat the take-out plates early.)

Grilled meat plate: grilled short rib, assorted namul, 
kimchi, rice and wakame (seaweed) soup + oolong tea.

土 日 13テイク
アウト 席

あと
バル

住
営

☎
休

立石7-3-13黒川ビル１F 03-3693-1318
11:30～14:00 17:00～21:00 水

 テイクアウトに
ドリンクは付きません

10:00～20:0010
土

酒の美濃屋

飲めない方・飲まない方の食卓を
リッチに演出「ピエール・ゼロ」

バル
タイム

バル
メニュー

Sake no MINOYA (Liquor store) BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT TicketTAKE
OUT

19

アルコール0％のスパークリングワインテイス
ト飲料。ソムリエもびっくりな本物感を特価で
ご提供！限定30本。

「ここの店だけは変わらないね」と思わず懐か
しむ方もいらっしゃる歴史ある店舗。
店内の木製看板必見です。

住
営

☎
休

立石8-1-14 03-3693-0325
10:00～20:00 日・祝

土 テイク
アウト

チケ
ット

Rich art of dining for people who don’ t drink, “PIERRE ZERO”

Non-alcoholic drink taste like sparkling wine.
We offer this real taste at a special price!  30 bottles only!

Address　8-1-14, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-0325
Business hours  10:00 ～ 20:00  Regular holiday  Sun.& holidays

Some customers cherish our store, saying “This store 
hasn’ t been changed”. Don’ t miss our wooden 
signboard in our store.

前菜の盛り合せとドリンク1杯
Assorted appetizers with a free drink

Address　4-27-11-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-8380
Business hours  11:00 ～ 23:40（L.O.23:00） Regular holiday  none

バル
メニュー
BAR MENU

Bar seat 40

ノンナで人気の前菜盛り合わせとハートランド生
ビール又はお好きなドリンク（ワイン・カクテル等）
１杯

もちもちの生パスタと美味しい前菜とお酒のお店で
す。お１人様でも気軽に入れる居心地の良いお店です。
We serve soft and chewy fresh pasta, delicious 
appetizers and drink.  You can feel easy and relaxed 
even when you come alone. 

Nonna’ s popular dish, assorted appetizers, with a 
glass of Heartland draft beer or other one drink you like 
(wine, cocktail etc.)  

40席
SAT SUN Ticket

土 日 チケ
ット

住
営

☎
休

03-3693-8350
11:00～23:40（L.O23:00） なし
立石4-27-11-1F

11:00～15:0010
土 17:00～21:00

兎月（とげつ）そば本店

カレー南蛮せいろ+ドリンク
(小生ビール or ソフトドリンク)

バル
タイム

Togetsu Soba main shop BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 120

20

国産もち豚バラ、ナス、しめじ、油揚げ、玉ねぎが入る
具だくさんカレー汁に、こだわりのおそばがマッチ！

創業九十有余年の老舗そば店。こだわりのおそばに加
え会席料理、和食御膳、しゃぶしゃぶなどメニュー充実！

住
営

☎
休

東立石4-49-7 03-3691-0536
11:00～21:00 （平日15:00～17:00休憩） 水

土 日 120席あと
バル

Seiro soba with curry-flavored soup + a drink 
(a small-sized glass of draft beer or soft drink)

Address　4-49-7, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3691-0536  Regular holiday  Wednesday
Business hours  11:00-21:00 (weekdays break:15:00-17:00)

An old soba restaurant established more than 90 years ago. We 
have wide variety of menus: our special soba, traditional 
Japanese course meal, Japanese dishes, shabushabu and so on.

Curry soup containing domestic pork back ribs, 
eggplants, shimeji mushrooms, aburaage and onions is 
a good match with our special soba!

10:00～20:0010
土

パティスリーＮコトブキ

おすすめケーキ3点セット 又は
おすすめパン3点+サブレ5枚入り

バル
タイム

Patisserie N KOTOBUKI BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After BarTAKE
OUT

21

当店でまず味わって頂きたい人気商品のセッ
ト。バル限定の特別価格にてご用意しました。

葛飾で45年の本格パティスリー。
本場フランスの味をリーズナブルにお楽しみ
頂けます。

住
営

☎
休

東立石4-49-6 03-3694-6187
10:00～20:00 なし

土 日 テイク
アウト

あと
バル

Address　4-49-6, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-6187
Business hours  10:00 ～ 20:00  Regular holiday  none

An authentic patisserie established 45 years ago in 
Katsushika.  Please enjoy real French taste at 
reasonable prices.

Our top recommended sweets set provided at a special 
price for Bar.

3 pieces of our recommended cake or bread, with 5 
pieces of sable (about ¥1,000)

※1,000円相当

10:00～19:3010
土

増田屋

バル限定特別セット※1,000円相当
Special Bar Set equivalent to ¥1,000

Address　4-50-3, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3691-0477
Business hours  10:00 ～ 19:30  Regular holiday  Sunday

バル
タイム

バル
メニュー

Masuda-ya BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT After Bar TicketTAKE
OUT

22

当店人気ベスト３を含む “さつま揚げセット”
もしくは “おでんお任せセット” はいかがで
しょうか。

立石で70余年。煮ても焼いてもそのままでもオ
ススメです。おでん材料とさつま揚げの製造販売
のお店です。
We are established about 70 years ago in Tateishi.  We 
make and sell ingredients for Oden and Satsumaage. 
They are great on their own, stewed or toasted.

“Satsumaage set” (deep-fried fish balls set) or “Oden 
Omakase set” (thin soy soup stew) including our 3 
most popular products.

土 テイク
アウト

あと
バル

チケ
ット

住
営

☎
休

東立石4-50-3 03-3691-0477
10:00～19:30 日

10
土

伊勢伊酒店

新潟ビール2本組

バル
タイム

バル
メニュー

ISEI Liquor store BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar

23

新潟ビールの2本組。1本は香ばしさや苦味
を追求した黒ビール。もう1本は濃厚なヴィ
ンテージビールです。

店長がこだわったワインや地酒、焼酎やクラフ
トビールが所狭しと並んでいます。楽しいこと
まちがいなし！！

住
営

☎
休

立石1-16-19 03-3692-8080
10:00～21:00（日祝20:00） 水

土 日 あと
バル

2 bottles of Niigata craft beer

Address　1-16-19, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3692-8080
Business hours  11:00 ～ 21:00（Sun.& holidays ～ 20:00）
Regular holiday  Wednesday

Our shop is full of wine, local sake, shochu and craft 
beer selected by our shop manager.  Fun!!

2 bottles of Niigata craft beer.  One of them is stout with 
aroma and bitterness.  Another is rich vintage beer.

土10:00～21:00
日10:00～20:00

TAKE
OUT

テイク
アウト

7:00～20:0010
土

マルキパン

マルキパンのおすすめセット

バル
タイム

バル
メニュー

MARUKI Bakery BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar TicketTAKE
OUT

24

ロースミックスサンドか栗、かぼちゃとさつま
いものクグロフ+あんぱん、やきそばドック、
カレーパン

創業87年になる老舗パン屋のマルキパンで
す。温故知新を胸に、良いものを提供できる
店を目指しています。

住
営

☎
休

東立石3-25-13 03-3694-3337
7:00～20:00 月

土 日 テイク
アウト

あと
バル

チケ
ット

Assorted pieces of Maruki’ s special bread

Address　3-25-13, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-3337
Business hours  7:00 ～ 20:00  Regular holiday  Monday

Maruki Bakery is an old bakery established 87 years ago. We 
make efforts to offer good products believing in 
“Onkochishin” , the spirit of cherishing old and acquiring new.

Pork loin cutlet sandwiches or chestnuts, pumpkin and sweet 
potato Kuglof + anpan (sweet bean-jam bread), fried noodles 
roll and fried curry bread

9:30～20:0010
土

らマルキ洋菓子店

べっぴんプリン3つ

バル
タイム

バル
メニュー

La-Maruki Confectionery BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar TicketTAKE
OUT

25

ジャニーズの坂本君もサマーズも試したべっ
ぴんプリン!! あなたも立石のべっぴんさんに
なれるかも ??

創業30周年。時代に沿ったお菓子と女性が
生み出すやさしいお菓子。子供からお年寄り
まで皆に大人気 !!

住
営

☎
休

東立石3-25-9 03-3691-3337
9:30～20:00 第 3水

土 日 テイク
アウト

あと
バル

チケ
ット

3 cups of Beppin pudding

Address　3-25-9, Higashi-tateish, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3691-3337
Business hours  9:30 ～ 20:00  Regular holiday 3rd Wednesday

We were established 30 years ago. Our trendy sweets 
and mild sweets made by female staff are popular 
among the young and the elderly.

Some of famous entertainers have tried our Beppin 
pudding (beauty pudding)!! You could be a Beppin in 
Tateishi??

11:30～14:0010
土 17:00～23:30

中華 あゆ太

五目あんかけ焼きそば+
１ドリンク

バル
タイム

バル
メニュー

Chinese restaurant AYUTA BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat

26

小さいお子様～大人のお酒のつまみにもなる五目
たっぷりのあんかけ焼きそば+お好きな１ドリンク

手頃な値段のおつまみ、お酒、料理を多種とり揃えてお
ります。お座敷もあり、お子様連れもお気がねなくご利
用頂けます。

住
営

☎
休

東立石3-25-8 03-5698-5896
11:30～14:00  17:00～23:30 不定休

土 日 全席
あと
バル

チケ
ット

Subgum starchy sauce chow mein + 1 drink

Address　3-25-8, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5698-5896
Business hours  11:30 ～ 14:00  17:00 ～ 23:30
Regular holidays  irregular

We have many kinds of reasonably priced snacks, 
drinks and dishes.  We have a Japanese-style tatami 
room where families with children can be relaxed.

Subgum starchy sauce chow mein + 1 drink you like. 
Good for children or snacks for drinks.

10:00～21:0010
土

ルミラボ

ルミラボール5コ+クッキー

バル
タイム

バル
メニュー

Rumi Labo BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar TicketTAKE
OUT

27

立石に新名物誕生！その名もルミラボール！
「何これ ?おいし～」大人の魅力的なチョコの
お菓子。お酒を使用

本店らマルキの支店として6年前にオープン。
若い方からお年寄りまで幅広い年齢層に愛さ
れています。

住
営

☎
休

立石1-15-9 03-6662-8738
10:00～21:00 第 3水

土 日 テイク
アウト

あと
バル

チケ
ット

5 Rumiraballs + cookies

Address　1-15-9, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-6662-8738
Business hours  10:00 ～ 21:00  Regular holiday 3rd Wed.

We were open six years ago as a branch of 
“La-Maruki” . We are loved by both young and elderly.

New Tateishi sweets!  Rumiraballs!  “What’ s this? 
Yummy!”  Attractive chocolate sweets for adults 
(containing alcohol).

12:00～21:0010
土

Sweet Bitters

コーヒー酎orアイスコーヒー1杯
+自家焙煎珈琲豆のお土産

バル
タイム

バル
メニュー

Sweet Bitters BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN Ticket Bar seat 10

28

コーヒー酎 or アイスコーヒー1杯+自家焙
煎珈琲豆のお土産がつきます！

立石で唯一深夜までコーヒーが飲める専門店
です。

住
営

☎
休

立石1-15-9-2F 070-5070-4577
12:00～24:00 水

土 日 10席チケ
ット

Address　1-15-9-2F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　070-5070-4577
Business hours  12:00 ～ 24:00  Regular holidays  Wednesday

Only one coffee shop where you can drink coffee till 
late at night in Tateishi.

A glass of coffee chuhai or iced coffee + home-roasted 
coffee beans for take-out !

A glass of coffee chuhai or iced coffee + 
home-roasted coffee beans for take-out

土9:00～19:0010
土 日9:00～17:00

フラワーショップ パイン

オリエンタルユリ３本セット
A bunch of 3 Oriental lilies

Address　4-30-9, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-8719
Business hours  9:00 ～ 19:00  Regular holiday none

バル
タイム

Flower shop Pine BAR TIME SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 120TAKE
OUT

29

オリエンタルユリをなんと３本１束で御用意致し
ます！通常１本500円～800円相当のものです。
是非よろしくお願いします！※無くなり次第終了

葛飾区役所通りの真ん中にある小さなお花屋さんで
す。17年目を迎えました。今まで以上にがんばります！

楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/flowershoppine/
Facebook    https://www.facebook.com/flowershoppine/

住
営

☎
休

立石4-30-9 03-3693-8719
9:00～19:00 なし

We are a small flower shop in the center of Katsushika 
ward office St.  We reach our 17th anniversary.  We’ ll 
make more efforts!

A bunch of 3 Oriental lilies! It’ s usually equivalent to 
500 yen to 800 yen each. Please visit us! ※available 
until we run out of the lilies.

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

バル
メニュー
BAR MENU
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10:00～17:0010
土

東京和晒創造館 てぬクリ工房

手ぬぐい or ストール
A Japanese towel or a stole

Address　4-14-9, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3693-3335　　Business hours  10:00 ～ 17:00
Regular holiday Sat.Sun.& holiday
 (open on Sat.& Sun. only during Bar period)

バル
タイム

バル
メニュー

Tokyo Wazarashi Souzoukan, Tenu-kuri Atelier BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 120TAKE
OUT

30

チケットと引き換えで手ぬぐいかストールを
交換いたします！立石限定柄もご用意してい
ます。

てぬクリ工房内にある手ぬぐいSHOPです！
約500種類の手ぬぐいやストールの販売を
しております！

住
営

☎
休

立石4-14-9 03-3693-3335
10:00～17:00 土日祝（バル期間のみ土日開）

A Japanese towel shop in Tenu-kuri Atelier. We sell 
about 500 kinds of Japanese towels and stoles!

A Japanese towel or a stole for a Bar ticket.  We also 
have Tateishi limited ones.

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

11:00～22:0010
土

寄り道ピザ ROCCO

マルゲリータとお好きな飲み物の
セット ※テイクアウトは出来ません

バル
タイム

バル
メニュー

Drop in (Yorimichi) pizzeria ROCCO BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 10

31

“１０インチ（25ｃｍ）のナポリピザ ”。もちもちし
た自家製生地が自慢です！お得なこの機会に是非一
度いらしてください。※生地が無くなり次第終了

本格石窯で焼くピザ屋。昼飲み（立ち飲み）出来ます！
住
営

☎
休

立石4-26-15 ー
15:00～23:00土日祝11:00～22:00 火

土 日 10席あと
バル

チケ
ット

Margherita and a drink you like ※No take-out

Address　4-26-15, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Business hours 15:00～23:00(Sat. Sun. & holidays 11:00 ～ 22:00)
Regular holiday Tuesday 

An authentic stone oven pizzeria.  You can do 
hirunomi, daytime drinking, (standing drink)!

“10 inches (25cm) Napoli Pizza”.  Soft and chewy 
homemade dough!  Please come at this special 
opportunity. ※Bar menu will end when the dough has 
run out.

11:00～15:0010
土 19:00～  5:00

ラーメンBar 彦星

通常では食べられない馬肉又は
ラーメンのお得なセット !

Special set of horse meat or ramen noodle! 

Address　4-26-11, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-6876-1700
Business hours  11:00 ～ 15:00 19:00 ～ 5:00
Regular holiday none

バル
タイム

Ramen noodle Bar HIKOBOSHI BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 8

32

ラーメン+ドリンクまたは馬肉３種盛り+ドリンク
（ドリンクは５００円以下のもの。アルコールも可）
※無くなり次第終了

ラーメンだけではなくお酒や料理もたくさんある
いい雰囲気のお店なので女性でも気軽に入れます。

住
営

☎
休

立石4-26-11 03-6876-1700
11:00～15:00 19:00～5:00 なし

We offer not only ramen noodle but also alcohol and snacks.  
Even female customers can be relaxed in our cozy atmosphere.

Ramen noodle + a drink  or  Assorted 3 kinds of horse meat + 
a drink (a drink equivalent to 500 yen or less. Alcohol is 
available.) ※available until we run out of products.

土 日 8席あと
バル

チケ
ット

10
土

居酒屋 とよ八 立石店

上赤身馬刺し+小生ビール

バル
タイム

Pub TOYOHACHI Tateishi shop BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat

33

熊本より直送された新鮮な馬刺しを提供して
おります。もつ焼の老舗の多い立石の街に新
しい一品としていかがでしょうか !!

和・洋・中、多彩なメニューを取り揃えてお待ち
しております。２階の掘りごたつでは20名以上
の宴会も承ります。

住
営

☎
休

立石4-26-6 03-5875-7576
11:30～14:00  17:00～24:00 土 17:00～24:00祝 16:00～24:00 日・ハッピーマンデー

土 日 全席
あと
バル

チケ
ット

Special red raw horse meat + small-size draft beer

Address　4-26-6, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-5875-7576
Business hours11:30 ～ 14:00  17:00 ～ 24:00  Sat.17:00 ～ 24:00
holildays 16:00 ～ 24:00  Regular holiday  Sun.& happy Monday

We offer variety of dishes, Japanese, Western and 
Chinese. You can hold a party for more than 20 guests 
in a Japanese hori-gotatsu room on our 2nd floor.

We offer fresh horse meat sent directly from Kumamoto. 
Try our new Tateishi food!

土11:30～24:00
日11:30～21:00

10
土

麺屋西條

油そば or 味噌油そば
+ドリンク

バル
タイム

Noodle Shop SAIJO BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 15

34

油そば or 味噌油そばとお好きなドリンク1杯
（最大1,250円相当）大盛無料。
あとバルはおつまみチャーシューと生ビール。

お食事もちょい飲みもできる油そば屋です！
日曜、定休日ですがバルなので営業します！

住
営

☎
休

立石4-22-5 ー
18:00～翌2:00　金土18:00～翌5:00 日･月

土 日 15席あと
バル

チケ
ット

Abura soba or Miso abura soba + a drink

Address　4-22-5, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Business hours  18:00 ～ 2:00 Fri.& Sat.18:00 ～ 5:00
Regular holiday  Sun.& Mon.

Abura soba shop for meal and drink.
We’ re usually closed on Sundays, but we’ ll be open 
on Bar day!

Abura soba or Miso abura soba + a drink (up to 1,250 
yen). Large serving for free. Snack roast pork and a 
draft beer for After Bar.

土18:00～ 翌5:00
日11:00～19:00

※無くなり次第終了

9:30～18:3010
土

サラダ館ツクシ立石店

選べる福袋
A lucky bag of your choice

Address　4-19-2, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-8008
Business hours  9:30 ～ 18:30　Regular holiday  Sunday

バル
タイム

Salad-kan Tsukushi Tateishi store BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT After Bar Ticket Bar seat 120TAKE
OUT

35

福袋出します！タオル雑貨系上代3,000円以上。
食品（ギフト解体）上代1,500円以上。お楽しみに～。

冠婚葬祭ギフト専門店。きちんと熨斗ありギフトか
らカジュアルラッピングまで、何でも相談してみて
下さいネ。

住
営

☎
休

立石4-19-2 03-3694-8008
9:30～18:30 日

Ceremonial gifts store.  Please let us help you for gifts, 
from formal gifts wrapped with noshi papers to 
everyday gifts.

Lucky bags!  Bags including towels and sundry goods 
are equivalent to more than ¥3,000.  Bags including 
foods (gift items) are equivalent to more than ¥1,500.  
Don't miss it! 

土 120テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

18:00～23:0010
土

ビストロサイジョウ

ジビエのテリーヌ

バル
タイム

Bistro SAIJO BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 13

36

ジビエのテリーヌです。愛媛県奥伊予の鹿肉
と猪を使ってます。くるみやレーズンを加え
てスパイシーです。

立石駅から徒歩4分の場所にあるフランス料
理店です。一つ路地を間違うと迷路になります。

住
営

☎
休

立石4-6-7 080-5407-8361
18:00～23:00入店 月・火

土 日 13席あと
バル

チケ
ット

Terrine of wild game meat

Address　4-6-7, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　080-5407-8361  Regular holiday  Mon.& Tue.
Business hours  18:00 ～ 23:00(last entry)  

A French restaurant within a 4-minute walk from 
Tateishi station. Our neighborhood is like a maze when 
you make a wrong turn.

Terrine of wild game meat. We use venison and wild 
boar meat from Okuiyo in Ehime and add walnuts and 
raisins for spice.

10
土

中華 宝塔

味噌担々麺とチューハイ（又はソフトドリンク）

バル
タイム

Chinese restaurant HOUTOU BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 16

37

13種類のかくし味の入った味噌、自家製ラー
油、自店で引いたごま入り、こだわりの味噌担々
麺とチューハイ（又はソフトドリンク）のセットです。

創業41年がんばってきたお店です。地域の皆
様に愛され続けてこられました。味にこだわり
を持った清潔なお店です。

住
営

☎
休

立石3-31-6 03-3695-0867
10:00～15:00  17:00～19:30 不定休

土 日 16席あと
バル

チケ
ット

Address　3-31-6, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3695-0867  Regular holiday  irregular
Business hours  10:00 ～ 15:00  17:00 ～ 19:30

We are established 41 years ago and have been loved by our 
community.  We are a clean restaurant always pursuing 
special taste.

A set of our special miso tantanmen noodle and a glass of 
chuhai (or a soft drink).  Our tanatanmen noodle contain 13 
kinds of secret ingredient, homemade chili oil and sesame.

Miso tantanmen noodle and a glass of chuhai 
(or a soft drink)

土11:00～15:00  17:00～19:00
日11:00～14:00

11:00～15:0010
土 17:00～21:00

蕎麦廚 やなぎや

牡蠣天ぷらそば 又はうどん
＋そば茶割又は冷茶

バル
タイム

Soba-chu Yanagiya BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN Ticket Bar seat 38

38

牡蠣の美味しい季節になりました。揚げたての
牡蠣をそばつゆの中にジワーッと入れて蕎麦と
一緒にたぐって下さい。

昭和33年創業。今年60周年を迎えて二代目
と三代目で100年目指して伝えていきたいと
思っています。

住
営

☎
休

立石3-30-6 03-3697-0947
11:00～15:00  17:00～22:00 水

土 日 38席チケ
ット

Address　3-30-6, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3697-0947
Business hours  11:00 ～ 15:00  17:00 ～ 22:00
Regular holiday  Wednesday

Established in 1958. We reached our 60th anniversary 
this year and wish our happy 100th anniversary.

The best season for oysters is coming. Please enjoy 
freshly fried oyster tempura with hot soba soup.

Oyster tempura soba (buckwheat noodle) or udon (wheat noodle)

14:00～
無くなり次第終了10

土
人生のスパイス…

お刺身盛り合わせ＋ドリンク
Assorted sashimi + a drink

Address　3-23-6, Higashi-tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　090-7406-3933
Business hours 14:00 ～ 23:00  Regular holiday  irregular

バル
タイム

Jinsei no Spice BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 20TAKE
OUT
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お刺身盛り合わせ（仕入れにより内容が変わ
ります）ドリンク、酎ハイ、生グラス、ガチの
中から ※無くなり次第終了

駅前より線路高架の為移転しました。新鮮な
海鮮と桜肉を中心とした美味しい料理をご賞
味あれ !!

住
営

☎
休

東立石3-23-6 090-7406-3933
14:00～23:00 不定休

We moved from the station front because of the railway 
situation. Please enjoy our delicious food such as fresh 
seafood and horse meat!!

Assorted sashimi (sashimi may vary depending on buying 
situation.)  Drink: a glass of chuhai, draft beer or Gachi. 
※available until we run out of products.

土 日 20テイク
アウト 席

あと
バル

チケ
ット

11:00～18:0010
土

鳥正

焼とり５本+ももから
※合計1,000円相当

バル
タイム

バル
メニュー

TORISHOU BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Bar seat 120TAKE
OUT

40

焼とり５本+ももから（8～10コ位）
11日（日）営業！立石バル２日間参加！

厳選国産若鶏を使用した惣菜を販売。毎日手
作りなので新鮮安心安全！この機会に是非ご
賞味下さい。

住
営

☎
休

立石1-12-8 03-3691-7510
10:00～19:30 日・祝

土 日 120テイク
アウト 席

あと
バル

5 sticks of yakitori + fried chicken leg

Address　1-12-8, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3691-7510
Business hours  10:00 ～ 19:30 Regular holiday Sun.& holidays

We offer delicatessen food made from highly selected 
domestic chicken. Please try our safe and fresh 
homemade food.

5 sticks of yakitori + fried chicken leg (8～10 pieces), 
equivalent to 1,000 yen. We’ ll be open on Nov.10 
(Sun).  Open on both 2 days of Tateishi Bar!

19:00～24:0010
土

BAR B-DROP

メキシコハンバーグと
お好きなドリンク

Mexican hamburger steak and a drink you like

Address　4-50-11-2F, Higashi-tateishi
Telephone　090-7834-7969
Business hours  21:00 ～ 3:00AM　Regular holiday  irregular

バル
タイム

バル
メニュー

BAR B-DROP BAR TIME

BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 12
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バル２日間は19：00～OPENです。
お好きなドリンクとメキシコハンバーグを
ご提供。

東立石の路地裏でひっそりと営業致しており
ます。チャージ代500円。焼酎、サワー類
400円。カクテル、ウイスキー類500円～。

We are open at 7:00 pm on 2 Bar days.
We offer one free drink and a Mexican hamburger steak.

We are open quietly at off-street. 500 yen for the cover 
charge. A glass of shochu or sour is 400 yen. Cocktail or 
whisky is from 500 yen.

土 日 12席あと
バル

チケ
ット

住
営

☎
休

東立石4-50-11-2F 090-7834-7969
21:00～翌3:00 不定休

16:00～23:0010
土

元祖あげもんじゃ bhuji-ya

あげもんじゃセット
Agemonja set

Address　7-2-11-105, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　070-6995-8294
Business hours  17:30 ～ 23:00 Regular holiday none

バル
タイム

Original Agemonja, bhuji-ya BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT SUN After Bar Ticket Bar seat 6

42

あげもんじゃダブルチーズ又は
メンタイチーズトッピングとドリンク
（ドリンクは350円まで）

Ｂ級グルメあげもんじゃのお店、
是非ご賞味ください。
Please visit our B-grade cuisine Agemonja restaurant.

Double cheese “Agemonja” or “Agemonja” topped with 
mentai cheese and a drink (a drink up to 350 yen)

土 日 6席あと
バル

チケ
ット

住
営

☎
休

立石7-2-11
モナークマンション立石105号 070-6995-8294
17:30～23:00 なし

16：00~翌1：0010
土

カフェラウンジ ココリエ

２種のカレー+トースト+ドリンク
（中生※or 自家製スムージー）付き

バル
タイム

Cafe&lounge COCOLIE BAR TIME

バル
メニュー
BAR MENU

SAT
11
日SUN

SAT After Bar Ticket Bar seat 20

43

ココナッツミルクカレーとトマトキーマカ
レーの２種のカレーにトーストが付いたセッ
トＢＯＸ。ドリンク付き。

ランチもカフェも呑みにも使える、アット
ホームな下町アメリカンカフェです。

住
営

☎
休

立石6-1-6-1Ｆ 03-3694-3415
11:00～翌1:00土のみ19:00～ 日・祝

土 20席あと
バル

チケ
ット

2 kinds of curry + toast + a drink (medium beer※
or homemade smoothie)※Heartland

Address　6-1-6-1F, Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo
Telephone　03-3694-3415
Business hours  11:00 ～ 1:00（Sat. : 19:00 ～）
Regular holiday  Sundays and holidays

A cozy old town American café.  Please come for lunch, 
tea or drink.

A set box with a drink: 2 kinds of curry (coconut milk 
curry and tomato keema curry) and toast in it.

※ハートランド

京成立石
駅

Keisei-
Tateish

i

 Sta.

奥戸街道奥戸街道

Okudo
 St.

Okudo
 St.

立石7丁目立石7丁目
Tateishi 7-chomeTateishi 7-chome

Tateishi 4-chomeTateishi 4-chome
立石4丁目立石4丁目

立石駅前交番
Tateishi Sta. 
Police box

Tateishi District Center 
諏訪神社
Suwa Shrine 

ローソン
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Tateishi Library

立石
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ケ
ー
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立石みちひろば
キャプテン翼「若林源三」像

Tateishi Michi-Hiroba 
Captain Tsubasa

“Wakabayashi Genzou”statue

立石一丁目児童遊園
キャプテン翼「大空翼」像
Tateishi 1-chome children's park

Captain Tsubasa
“Ozora Tsubasa”statue

タカラトミー

Tokyo Tomin Bank

7‐ELEVEN

7‐ELEVEN

セブンイレブン

かつしか
シンフォニーヒルズ

Katsushika Symphony Hills 

三菱UFJ銀行

都民銀行

本田小学校
Honden Elementary School

立石地区センター

東栄信金

Toei Shinkin
BankMUFG Bank
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