
※ウラ面にマップと住所がございます。

三鷹 BAR 倶楽部
中央線･三鷹

おつかれさま、心と体に句読点を…

Fermata（フェルマータ）●1 BAR CINE CITTA`●7

●6

●4

THE BARN●8

Little Banquet●9

Calvet●19

Cave de TAMURA alpha●12

三鷹晩餐バール 3stories●16

Stories●20

Good Speed●21

BAR HARUは洋酒がお好きな方
にはたまりません。美味い洋酒を
ゆっくり、じっくり味わってくださ
い。ご来店お待ちしております。
◆drink：￥650～　
◆food：￥400～
◆Charge：￥300　選べるお通
し付き
◎PM5：00～AM2：00　
◎定休日：日曜
http://harunoogawa.web.fc2.com/ 

洋酒ＢＡＲ ＨＡＲＵ●2 洋酒だけの小さな
ＢＡＲです。

☎0422-77-6302

Red Whisker●3
若いころに、背伸びをして入ったよ
うな大人のバー。そんな場所をつ
くっていきたいと思ってます。参加
したい方、お待ちしております。
◆drink：￥500～　
◆food：￥400～
◆Charge：￥300
◎PM7：00～AM3：00　
◎年中無休

ラム＆カクテル

☎0422-56-9186

三鷹の停留所一息つける場所をコ
ンセプトにしたBARです。葉巻取
扱い店☆コイーバ☆モンテクリス
ト☆ロメオetc
◆drink：￥500～　
◆food：￥400～
◆Charge：なし
◎PM6：00～AM2：00　
◎無休
http://www.geocities.jp/bar_fermata/

三鷹の停留所
（フェルマータ）

☎0422-38-7483

映画をテーマに、くつろぎの空間で
安らぎのひと時をお過し下さい。グラ
スを傾けお気に入りの映画に想いを
馳せてはいかがでしょうか。
◆drink：￥600～　
◆food：￥800～
◎PM7：00～AM4：00　
◎定休日：日曜
http://www.barcinecitta.com/

極上な酒興と燻らす芳香、
そして鍾愛の映画

☎0422-49-6712

お客様の希望に合わせて作った店
です。ウイスキー、カクテル中心
で、フードもちょっとグルメな味。
◆drink：￥400～　
◆food：￥500～
◆Charge：なし月～木曜日8時
　までハッピー・アワー
◎PM7：00～AM2：00　
◎定休日：第3月･火曜
http://the-barn.jp

☎0422-77-0143

三鷹駅南口すぐの路地裏にホッコ
リ灯るオレンジの看板が目印。一
杯のつもりがつい長居しちゃった
なんてことも! 笑いの絶えない和み
の店。
◆drink：￥580～　
◆food：￥50～
◆Charge：￥500
◎PM8：00～AM6：00　
◎不定休

年中不定休! 要電話!
はりがみ注意!!!

三鷹で外国の雰囲気を
持ったショット・バー

10席程のちいさな
BARです！！

☎0422-49-8949

F.O.D（フィールド･オブ･ドリームス）●15
50インチでスポーツ番組を放映。
国内外のゲームもファンの要望にこ
たえる。サッカーFC東京、代表戦、
武蔵野横河FCの応援は熱い。
◆drink：￥380～　
◆food：￥300～
◆Charge：￥250（一品付）
◎PM5：00～ラスト　
◎年中無休（正月を除く）

スポーツ好きが集う、
地元密着のフィールド

☎0422-79-3289

三鷹ダーツ●13 駅からスキップ2分
気軽にお立ち寄り下さい。
気軽さと親しみやすさが魅力で
す。お店全体が合席みたいな感
じ、人と人との距離が近いから、
おのずと心の距離もググッと縮ま
ります。
◆drink：￥500～　
◆food：￥350～
◆Charge：￥400
◎PM6：00～AM4：00　
◎年中無休

☎0422-71-6687

モルト専門店BURNS●14
三鷹では珍しいスコッチ・シング
ル・モルト・ウイスキー専門店で
す。約600種類のモルトをお手に
取りながらお選びいただけます。
◆drink：￥420～　
◆food：￥315～
◆Charge：なし
◎PM6：00～AM1：00　
◎定休日：日曜
http://www.bar-bridge.net/burns/

スコッチモルト以外は
ほとんどありません。

☎0422-47-2623

日本は勿論、世界各国の優れたワ
インをグラス一杯からお楽しみ頂
けます。惣菜は伝統を尊重し、全
て手造りです。テイクアウトもOK!
◆drink：￥500～　
◆food：￥300～
◆Charge：なし
◎平日PM6：00～
　土、日、祝PM5：00～　
◎定休日：月曜
http://calvet.jp/

気軽に立ち寄れる
ワイン専門のバーです。

☎0422-47-7099

玉川上水の緑に囲まれた隠れ家的
なフランスとイタリアワイン専門の
ワインバーです。落ち着いた雰囲気
の中でグラスを傾けてみませんか。
◆drink：グラスワイン￥630～
◆food：￥630～
◆Charge：なし。店内禁煙。
◎PM5：30～AM0：00 ラスト
　オーダーPM11：30　
◎定休日：月曜日、月1回の不定休
http://www.cave-de-tamura.com

ワインと、かけがえのない
ひとときを。

☎0422-55-2779

旬のフルーツや野菜を使ったカクテ
ルから、ウィスキー、ちょっと珍しい
焼酎まで、お客様のその時のご気
分に合わせてご注文下さい。
◆drink：￥600～　
◆food：￥500～
◆Charge：￥300
◎PM7：00～（予定）　
◎定休日：未定

2009年12月オープンの
お店です！

☎0422-76-0351

WATER FOWLS●17
三鷹駅南口から徒歩７分。貴方の
出逢ったことのない空間がそこに
ある。地下でひっそりと灯りを灯
“Ｂar”ドアを開くのは貴方です。
◆drink：￥500～　
◆food：￥300～
◆Charge：￥500
◎PM8：00～AM5：00　
◎不定休

一杯の宝石と至福の
ひとときを…。

☎0422-79-1410

ガラス貼りの店内。気軽に入れる
雰囲気。様々な方に楽しんで頂け
るよう、豊富なお酒と食事をご用
意してます。是非お気軽にどうぞ！
◆drink：￥525～　
◆food：￥420～
◆Charge：￥525
◎PM6：00～AM4：00
　日･祝日はAM2:00まで　
◎無休
http://ameblo.jp/atcf-vinsunbar

朝までワインと料理！ 
様 な々お酒が楽しめる

☎0422-52-8010

New Orleans●10
落ち着いた雰囲気のお店です。ウイ
スキーやリキュールが充実。「スク
リュー振り」のカクテルをどうぞ！
ＣＤ・レコード約600枚常備。
◆drink：￥400～　
◆food：￥300～
◆Charge：¥500
◎PM7：00～AM2：30　
◎定休日：日曜
http://new-orleans.jp/

「大人の隠れ家」的
ジャズ（ショット）バー

☎0422-46-0510

鷹  爺●18
料理はその日の気分で無国籍！ お
酒は日本酒・焼酎がメインに常時
50種類以上。BARなような雰囲
気の気楽な居酒屋です。
◆drink：￥500～　
◆food：￥500～
◆Charge：Drinkのみの場合・ 
　あり
◎PM6：00～AM1：00　
◎定休日：日曜
http://www.takagee.com/

呑み喰い処

☎0422-46-5323

●5　　　　C’SC（シーズシー）
カウンター10席の小さなBARです。
牧師の息子で大学を2浪・5留・除
籍処分のオーナーと個性的な従業
員がお待ちしております。
◆drink：￥600～　
◆food：￥150～
◆Charge：￥500
◎PM8：00～AM6：00　
◎定休日：日曜

お洒落感0％・入りにくさ
100％（笑）

☎0422-53-8911

HARAPPER●11
南口徒歩3分。常時60種類以上の
品揃えにて、貴方の…そして貴女を
お待ちしております。今、話題沸騰
中のベルギービールをご堪能あれ！
◆drink：￥800～　
◆food：￥500～
◆Charge：なし
◎PM6：00～AM0：00　
◎定休日：日曜･祝日
http://www.harapper.com/

三鷹唯一のベルギー
ビール専門店！

☎050-5520-3794

お酒も料理もすべて500円で楽し
めるお店。南国風の内装は手作り
で、癒しの空間。新規のお客さん
も大歓迎！今夜一杯いかがです
か？
◆drink：￥500～　
◆food：￥500～
◆Charge：なし
◎PM7：00～AM4：00　
◎定休日：日曜

All500yenの南国Bar!!

☎0422-45-0858

ワインが沢山有る酒屋の直営の
BAR。毎日変わるグラスワインは、
季節に合わせた物を楽しめます。
題して有料試飲場！
◆drink：￥500～　
◆food：￥500～
◆Charge：なし
◎PM6：00～AM0　　：00　
◎定休日：木曜
http://www.yamasake.com/stories.htm

☎0422-43-5586

中央通のすみっこで、ゆったりとし
た感じでやってます。まったりと飲
みたい方、誰かと話しをしたい方、
お待ちしております。
◆drink：￥400～　
◆food：￥400～
◆Charge：¥300
◎PM7：00～AM4：00　
◎年中無休
http://www.goodspeed2000.com/

時間の流れをゆがませる、
最後の楽園

☎0422-49-2023


