１．earth cafe

音楽を楽しめるお店です

７.お嬉楽スナックみかん

お嬉楽に営業してます

ドリンク1杯（ビールorハイ
ボールorレモンサワー）＋お
つまみプレート

ドリンク２杯（グラスビールor
焼酎orハイボール）＋お通し
２点盛り

[セット提供時間］1500～2400
（日、火1900～2400）※17(月)はイベントのため貸切）
［休み］なし ［業態］ バー・カフェ ［☎］090-4749-9745

[セット提供時間］1900～2300
［休み］16（日）、17（月）
［業態］スナック ［☎］0279-26-2417

２.居酒屋 樹

気軽にお立ち寄りください

ドリンク1杯
＋日替わりおつまみ２品
[セット提供時間］1800～2330
［休み］20（木）、23（日）
［業態］居酒屋 ［☎］0279-26-2072
３.居酒屋 忠次

焼酎が揃っています！

ドリンク1杯（生ビールor焼酎or
ウイスキーorワインor日本酒）
＋日替わりおつまみ＋きゅうり
のぬか漬け（４３年物）
[セット提供時間］1800～2200
［休み］18（火） ［業態］居酒屋 ［☎］0279-22-5502
４.居酒屋Leggenda

昨年６月にオープンしました１

８.カーサ・ミドリ

アコースティックライブやってます

ドリンク1杯（生ビールorハイ
ボールor酎ハイorソフトドリン
ク）＋おつまみ３点盛りor日替
わりミニピザ
[セット提供時間］1130～1500 ※6/15のみ1800～2200（別途
イベント入場料1500円必要） ［休み］16・23（日）、17（月）
［業態］カフェ ［☎］0279-23-6544
９.家庭の味あ～ちゃん
お一人様も歓迎！

１３.渋川２９バル

今回も好評のステーキ！

ドリンク２杯（指定メニュー
から選択）＋牛ハラミス
テーキ１００ｇ
[セット提供時間]1700～2200
[休み]17（月） ［業態］洋風居酒屋
［☎］0279-26-2986
１４.ジャンクスィート

お酒を呑む方も呑まない方も

ドリンク1杯（メニューの中
からお好きなもの７００円ま
で）＋おつまみ２品
[セット提供時間］月～金の1600～2300 ［休み］16・23（日）
［業態］カフェバー ［☎］0279-25-1020
１５.酒歌やまどり

モダンな店内でゆっくりと

ドリンク２杯（指定メニュー
から選択）＋口取＋カラオ
ケ１人１曲

ドリンク1杯
＋おつまみ４点盛り
[セット提供時間］1800～2300
［休み］16（日）、17（月）、23（日）
［業態］居酒屋 ［☎］0279-26-3639
１０.キッチンタカハシ

本格的な洋食をお気軽に

［セット提供時間］1800～2400
［休み］16（日）、17（月）、23（日）
［業態］スナック ［☎］0279-25-8033
１６.酒香屋花花

皆さまぜひ足をお運びください

１９.橙

渋川市役所北門前

ドリンク２杯（指定メニュー
から選択）＋お通し３点盛り

[セット提供時間］1730～2100
［休み］16（日）、17（月）
［業態］居酒屋 ・定食 ［☎］0279-30-3022
２０.とり谷

カラオケあります１曲１００円

ドリンク1杯（生ビールor瓶
ビールor焼酎orソフトドリン
ク）＋お口取＋焼き鳥２本
[セット提供時間］1700～2000
［休み］不定休 ［業態］焼き鳥
［☎］0279-25-0700
２１.ほるもん とら屋 渋川本店 お一人様でも歓迎！
ドリンク1杯（生ビールorサ
ワーorハイボール）＋おつ
まみ２品
［セット提供時間］1700～2200
［休み］13（木）、20（木）
［業態］ホルモン焼き ［☎］0279-23-8778
２２.マーキームーン

カジュアルなバー

ドリンク1杯＋手作りフランクフルト１
本（ガーリックorオリジナルor激辛）
or手作りハムカツ２枚（オリジナルor
激辛）＋日替わりおつまみ１品

サングリア１杯（赤or白）＋お通し
＋牛もつ（ハチノス）トマト煮込み
※昼はサングリアをランチセット
（ライス・サラダ・スープ・ソフトドリ
ンク）へ変更可

[セット提供時間］平日1700～2100、金土1700～2200
［休み］16・23(日)、17(月)［業態］居酒屋［☎］0279-26-9010

[セット提供時間］1130～1400、1700～1900
［休み］18（火） ［業態］洋食 ［☎］0279-23-8877

[セット提供時間］1800～2400
［休み］16・23（日） ［業態］居酒屋 ［☎］0279-25-7787

[セット提供時間］
金1900～2300、土日1500～2300（火～木セット提供なし）
［休み］17（月） ［業態］バー ［☎］0279-24-7792

５.インバーハウス谷川

１１.珈琲喫茶シープ

１７.旬菜 遊ふ亀

２３.わが家の洋食と酒家ふじみ

飲めて歌えて昼カラも

ドリンク１杯（生ビールorス
コッチ（インバーハウス）or焼
酎）orワイン２杯＋口取

皆様でお出かけください

生ビール１杯orワイン２杯or
酎ハイ２杯＋日替わりおつ
まみプレート

ドリンク１杯（ビールorハイボール
or日本酒orワインorカクテルorソフ
トドリンクorノンアルカクテル）＋お
通し＋おつまみ５点盛り

つけ麺ランチ始めました！

いにしえのスペシャルドリンク
１杯＋下町仕様のお肉料理＋
他１品

[セット提供時間］1900～2330
［休み］13（木）、20（木）＋不定休
［業態］居酒屋 ［☎］0279-26-7678

[セット提供時間]1000～1900
[休み]13（木）、20（木）
［業態］カフェ ［☎］0279-26-7635

[セット提供時間]1800～2230くらい
[休み]16（日）、23（日）
［業態］和食［☎］0279-22-5722

６.エチカ

１２.地酒屋ぽん（居酒屋）

１８.大衆酒場おかん マスターのお刺身は絶品です

あなたの人生に哲学と少しのお酒を

ドリンク1杯（メニュー内ど
れでも）＋日替わりおつ
まみ
[セット提供時間］1830～2400
［休み］不定休 ［業態］バー
［☎］0279-51-9941

小ドリンク２杯（ビールor日本酒
orソフトドリンク）or地ビール１本
or地酒ワンカップ１本＋お通し＋
手巻きおつまみ３点盛り
[セット提供時間］
平日1500～2300（水のみ1730～）、土日1300～2300
［休み］18（火）［業態］居酒屋 ［☎］090-1790-6701

小ドリンク２杯＋ミニカレー
ライスorお好きな缶詰１つ

ドリンク1杯（生ビールor角
ハイボールorグラスワイン）
＋オードヴル２点盛り
[セット提供時間］1800～2200
［休み］不定休
［業態］洋風居酒屋 ［☎］0279-22-2002

５
10
check

酎ハイ２杯＋お通し一品

[セット提供時間］1700～2000
［休み］18（火）、19（水）
［業態］居酒屋 ［☎］0279-26-7606

気軽な洋食居酒屋

check

スタンプ５個で缶バッヂ
←景品をもらったらそのお店でチェックのス
タンプをもらってください

スタンプ１０個で船尾瀧せんべろラベル
※詳細、裏面をご参照ください。

←応募券を提出したらチェックのスタンプを
もらってください。
※プレゼントと引き換えになるのではしごパスは
捨てないで手元に取っておいてください

寄居町

セブン
イレブン

まちなか
ゾーン

13.渋川29バル

行幸田団地入口
15.酒歌やまどり
７.お嬉楽スナックみかん
カワチ薬品
渋川南店

ミニ
ストップ

ベイシア
渋川店

高若寺北
高若寺

日本中央交通
渋川温泉～渋川駅
～渋川スカイランド
パーク線の高若寺北
バス停から徒歩３分

４.居酒屋Leggenda

四ツ角

新町五差路

は し ご パ ス

14.ジャンクスィート
消防署

8.カーサ・ミドリ

ギター流し登場は
６/１５（土） ♪ ♬
ギター流し
６/１８（火） いまゐよういち
６/２１（金）
高平悠
チャーリー坂本

21.ほるもん とら屋

ドリンクとおつまみ
こみこみ千円の
「せんべろセット」で
飲み歩こう！

23.わが家の洋食と酒家 ふじみ
セブン
イレブン

市役所
第二庁舎
モスバーガー

19.橙

駅周辺
ゾーン

３.居酒屋忠次

リクエストは
１曲５００円

渋
川
駅

ガスト

10.キッチンタカハシ

スタンプ５個で
しぶまる缶バッヂ
プレゼント
先着４００個

市役所
本庁舎

１．earth cafe（2F）

ベルク

16.酒香屋花花
５.インバーハウス谷川
22.マーキームーン（2F）
11.珈琲喫茶シープ

※船尾瀧オリジナルラベル
プレゼントについて
地図の緑枠「まちなかゾーン」とオレン
ジ枠「駅周辺ゾーン」のお店をバラン
スよく飲み歩いて下さい。それぞれの
ゾーンのスタンプ各４個以上、合計１０
個のスタンプを集めて応募しよう！
スタンプの集め方例）
まちなか６個＋駅周辺４個＝１０個〇
まちなか７個＋駅周辺３個＝１０個×
抽選結果、お引渡し方法は6/25以降
Ｆａｃｅｂｏｏｋ「渋川せんべろはしご酒」
ページで発表！
お問合せ：090-1790-6701（地酒屋ぽん）

20.とり谷
18.大衆酒場おかん

スタンプ１０個※で
船尾瀧４合瓶
オリジナル
しぶまるラベル
抽選で２０名様

12.地酒屋ぽん（2F）
２.居酒屋 樹
17.旬菜 遊ふ亀
9.家庭の味あ～ちゃん

渋川駅
セブン
イレブン

流し漫才
うすくら屋も登場！
６/２０（木）
６/２２（土）

参加店の店内で
いけ先生の
「ねこむすめ道草日記」
複製原画を展示
します！

とんでん

６.エチカ（2F）

駅周辺
ゾーン

最新情報はＦａｃｅｂｏｏｋ
「渋川せんべろはしご酒」ページで

主催：渋川にぎわいプロジェクト
後援：渋川市、群馬テレビ、群馬県渋川行政県税事務所、上毛新聞社、ＦＭ ＧＵＮＭＡ 協賛：柴崎酒造株式会社（船尾瀧）

