
1 Café & Bar 
THE WRAP

府中市府中町1-30-3
オークワンビル1F
042-319-0502
まちバル実施時間
17:00～21:00

不定休

提供ドリンク
A ビール
B ハイボール
C サワー類（レモン、梅、トマト、グレープフルーツ）
D ウーロンハイ
E ソフトドリンク各種

・ ニューヨーカーズラップチキン
   （ハーフサイズ）
　唐揚げ付き

提供フード

NYで大人気！本場のラップサンドが府中で味わえる♪
絶品唐揚げとセットでビールが止まらない～！

チケット

1枚

3 FUCHU SAKURA GARDEN
府中市府中町2-24
ルミエール府中1F
080-1850-0490
まちバル実施時間
17:00～20:00(L.O.19:30)

不定休
（ルミエール府中

休館日に準ずる）

提供ドリンク
A 生ビール
B ハイボール各種（MEGAサイズ除く）
C グラスワイン（赤・白）
D ソフトドリンク各種

A ローストポーク
    ＆ローストビーフ盛り合わせ
B 生ハムのカルパッチョ
C チキングリル～トマトソース～

提供フード

ルミエール府中に新しくオープン！こだわりの料理とお飲み
物でゆったりくつろいでいただける空間をご提供します！

チケット

1枚

5 marble
府中市府中町1-1-1
ホテルケヤキゲート東京府中2F
042-306-7784
まちバル実施時間
17:00～20:00

定休日なし

提供ドリンク
A コーヒー
B 紅茶

・ ティラミス
提供フード

自家製オリジナル「ジュエル・パフェ」とドリンクを一緒にお
楽しみいただけます！！

チケット

1枚

4 和風レストラン魚元
府中市府中町2-14-14
042-362-2029
まちバル実施時間
17:00～21:00(L.O.20:00)

月曜定休

提供ドリンク
A 生ビール(小)
B ソフトドリンク各種

・ 鰻まぶし御膳
  （2名様以上からのご提供、要TEL予約）

提供フード

明治初頭創業のうなぎと日本料理のお店です。
まちバル限定特別メニューをご用意いたしました。

チケット

2枚

要 予 約

2 酒肆としま桜通り店

府中市府中町1-27-7草舎1-E
042-309-6454
まちバル実施時間
17:00～19:30(L.O.19:00)

不定休

提供ドリンク
A 生ビール(中)
B サワー類（レモン、パイン）
C 緑茶ハイ、ウーロン茶ハイ
D お任せ芋焼酎
E 緑茶、烏龍茶

・お任せ珍味の3種
 < 以下よりもう1品組み合わせ >
　A お任せ焼き鳥3本 
　B お任せ刺身2点
　C 煮込
　D ごぼうとポテト揚げもの

提供フード

宮西町国際通りで70年営業し府中町に移転しました。
お話し好きで笑顔のスタッフがお待ちしています。

チケット

2枚

13 KIZUNA DINING 府中店

府中市宮西町1-11-1
042-367-1194
まちバル実施時間
17:00～23:00(L.O.22:15)

月・火曜定休

提供ドリンク
A 生ビール
B ハイボール
C サワー
D WANTOKコーヒー

A 四万十鶏唐揚げ
B 自社製フレンチトースト

提供フード

人と人との絆で生まれました。皆様との絆を深め感謝の気
持ちを美味しさで伝えます。ありがとう。

チケット

1枚

14 カフェ
オレンジブーツ

府中市宮町1-100
ル・シーニュ５F プラッツ内
042-319-9732
まちバル実施時間
17:00～20:00(L.O.19:30)

月曜定休

提供ドリンク
A 生ビール（モルツ）
B ハイボール
C ワイングラス（白　赤）
D ソフトドリンク各種

・きたやつハム添えのミニサラダ
提供フード

広々とした店内で姉妹都市の佐久穂町の食材をぜひご堪
能ください♪夜は特に夜景が綺麗です！

チケット

1枚

11 府中牡蠣BASARA
府中市宮西町1-15-5
関野屋ビル101
042-310-9440
まちバル実施時間
17:00～22:30

定休日なし

提供ドリンク 提供フード

皆様のご来店お待ちしております！

A 日本酒
B ソフトドリンク各種

・牡蠣料理

チケット

2枚

６ お食事処ちゃちゃ
府中市府中町2-1-8
ロイヤルパレス１F
042-306-5035
まちバル実施時間
17:00～23:00

定休日なし

提供ドリンク
・餃子&小鉢盛り合わせ

提供フード

お得にちょい飲みしましょう♪

・飲み放題MENUから
  お好きなドリンク２杯

チケット

2枚

７ 四季のあじ 旬楽
府中市府中町2-1-9
府中アーバンホテル１F
042-368-1112
まちバル実施時間
17:00～21:00

定休日なし

提供ドリンク
A 日本酒
B ソフトドリンク各種

・ 酒の肴3点盛り
提供フード

旬の食材をお楽しみ頂けます。日本酒を楽しみながら、少し
贅沢な時間を過ごしに来て下さい。

チケット

2枚

8 2nd FIVE-EIGHTHS
府中市府中町2-6-1
プラウド府中セントラル1F
042-203-1033
まちバル実施時間
18:00～22:00

定休日なし

提供ドリンク
A アルコールドリンク各種
B ソフトドリンク各種

・枝豆チーズスティック
提供フード

スポーツ好きな方は歓迎です。ランチメニューなど、お食事
もありますので、食事、カフェ利用もOK！

チケット

1枚

17 ドイツ酒場ケラー

提供ドリンク
A お好きなドイツビール1本
    (1,000円以内のもの)
B ジャスミン茶、ジンジャエール

提供フード

2022年12月にオープンしたドイツ酒場ケラーです！ドイツ
ビールとドイツ料理で楽しいひと時をお過ごしください♪

府中市宮町1-23-9
中野ビルB1
042-402-6699
まちバル実施時間
17:00～23:00(L.O.23:00)

定休日なし

・ おまかせドイツソーセージ2種盛

チケット

２枚

15 ヴィーノ  エ  ラーボ
府中市府中町1-3-6
ぷらりと京王府中内 東1F
042-306-9771
まちバル実施時間
17:00～22:00

定休日なし

提供ドリンク
A ハウスワイン(赤、白)
B ハウススパークリングワイン
C ソフトドリンク各種

A 自家製フォカッチャと原木切り出し生ハムとイタリアンサラミ
B マルゲリータピザ
C キノコとスモークベーコンのピザ
D ゴルゴンゾーラとはちみつのピザ
E 名物パルミジャーノチーズスパゲティ

提供フード

鉄板仕上げの濃厚チーズパスタをワインと共に！
是非この機会にお試しあれ！！

チケット

2枚

18 FUCHU 
KEYAKI TERRACE

府中市宮西町2-2-12

042-407-2675
まちバル実施時間
17:00～21:00(L.O.20:30)

定休日なし

提供ドリンク
A 生ビール
B ハイボール各種
   （MEGAサイズ除く）
C グラスワイン（赤・白）
D ソフトドリンク各種

提供フード

大国魂神社門前のカフェレストランです！府中をはじめ、全
国の食材を使用した料理と飲み物を提供しております！

A ローストポーク＆ローストビーフ盛り合わせ
B すだち鶏むね肉のフリット
C 白身魚のフリット
D 金時豚のミートボール～デミクリームソース～

チケット

1枚

19 なおらいスタンド宮

府中市宮町2-3-8
042-306-9030

まちバル実施時間
17:00～21:00(L.O.21:00)

月曜
第3火曜定休

提供ドリンク
A 生ビール
B 角ハイボール
C 日本酒
D ウーロン茶、緑茶

A 日替わり季節の野菜天ぷら
B 名物うなぎ天ぷら

提供フード

府中野菜や旬の食材が豊富。厳選日本酒やドリンクで気軽
な一人飲みも楽しめる立ち飲み屋です。

チケット

1枚

21 サングリア
イン・ヴィーノ・ヴェリータス

府中市本町1-1-7
042-368-6368

まちバル実施時間
17:00～22:00(L.O.21:00)

火曜定休

提供ドリンク
・オードブル3種盛り

提供フード

大国魂神社の西の鳥居すぐそばにあるお店です。お食事を
楽しみながらゆっくりお過ごし下さい。

A 生ビール、B ハイボール、C グラスワイン(赤・白・
泡)、D ワインカクテル、E ノンアルワイン(赤・白・泡)
F 温州ミカンジュース、内堀さんちのリンゴジュース

チケット

1枚

2023春

20 割烹 阿吽

提供ドリンク
A 生ビール
B 当店オススメの日本酒（半合）
C ソフトドリンク各種

・ 当店自慢のお通し
提供フード

こだわりの先付けに、3種類からお好きな日本酒をお選び
いただけます。ご来店は事前に予約をお願いいたします。

府中市宮町2-22-18
042-306-5003
まちバル実施時間
17:00～20:00

月曜定休

要 予 約

チケット

2枚

16 東京立ち寿司
ぷらりと京王府中店

府中市府中町1-3-6
ぷらりと京王府中店1F
042-319-8340
まちバル実施時間
17:00～20:00

定休日なし

提供ドリンク
A ハイボール
B サワー類
C ウーロン茶、オレンジジュース

A 小鉢
B 握り3貫、巻物1本

提供フード

板前が握る寿司をリーズナブルにお楽しみいただける寿司
専門店です。テーブル席も御座います。

チケット

1枚

12 もつしげ府中店
府中市宮西町1-12-1 1F
042-319-0066
まちバル実施時間
17:00～21:00(L.O.20:30)

定休日なし

提供ドリンク
A グラスビール
B ハイボール
C ソフトドリンク各種

A 塩煮込み
B 串焼き3本

提供フード

様々な部位の鶏料理と新鮮な魚介が売りの居酒屋です

チケット

1枚

９ CONABACCA 府中
府中市府中町2-6-1
プラウド府中セントラル1F
042-306-8855
まちバル実施時間
17:00～23:00

定休日なし

提供ドリンク
・ 飲み放題MENUから
　お好きなドリンク２杯

・ 前菜３種盛り合わせ
提供フード

お得に食べて飲んで楽しみましょう♪

チケット

2枚

※アルファベットがあるものに関しては、いずれか１つをお選びいただけます。

10 Un Charme Café
府中市府中町1-7-3恩田ビル2F
042-367-7066
まちバル実施時間
17:00～23:00(L.O.22:00)

月曜定休

提供ドリンク
A ビール
B コーヒー、紅茶、ルイボスティー
C ソフトドリンク各種

・府中バーガー
提供フード

府中フードフェスタで最優秀賞受賞のパンケーキや人気の
府中バーガーなど、人気メニューを揃えて登場！

チケット

2枚

2 ふちゅう接骨院
府中市寿町1-4-16関田ビル102
042-319-8418
チケット利用可能時間
平日 9:00～13:00、15:00～20:00
土祝 9:00～13:00

日曜定休

姿勢・筋力・神経による原因を改善させ健康寿命を伸ばし
ます！京王線府中駅から徒歩1分！けやき並木通り沿い

4 お食事処ちゃちゃ
府中市府中町2-1-8
ロイヤルパレス１F
042-306-5035

チケット利用可能時間
11:30～15:00、17:00～24:00

定休日なし

皆様のご来店心よりお待ちしております。

1 FUCHU
SAKURA GARDEN

府中市府中町2-24ルミエール府中1F

080-1850-0490

チケット利用可能時間
9:00～20:00

不定休

ルミエール府中に新しくオープンしたカフェ＆レストラン！
ゆったりくつろいでいただける空間をご提供します！

7 ヴィーノ エ ラーボ
府中市府中町1-3-6
ぷらりと京王府中内東1F
042-306-9771
チケット利用可能時間
11:00～23:00

定休日なし

鉄板仕上げの濃厚チーズパスタをワインと共に！
是非この機会にお試しあれ！！

6 KIZUNA DINING 府中店

府中市宮西町1-11-1

042-367-1194

チケット利用可能時間
16:00～23:00

月・火曜定休

人と人との絆で生まれました。 皆様との絆を深め 感謝の
気持ちを美味しさで伝えます。 ありがとう。

3 marble
府中市府中町1-1-1
ホテルケヤキゲート東京府中2F

042-306-7784
チケット利用可能時間
9:00～20:00

定休日なし

コワーキングスペースとカフェを併設。駅から直結でカフェ
、ラウンジスペースでお茶などを楽しんでいただけます。

8 浜喜屋
府中市宮町1-50 くるる１F

042-361-7835 

チケット利用可能時間
10:00～20:00

定休日なし

毎朝、市場で目利きした旬魚、海産物、珍味を豊富に取り揃
えて毎日超特価。

9 花はよしがき
府中市宮西町2-9-4

042-360-2724

チケット利用可能時間
10:00～18:30

日曜定休

美味しい料理とお酒を春の花とお楽しみください。

10 ドイツ酒場ケラー
府中市宮町1-23-9
中野ビルB1
042-402-6699

チケット利用可能時間
15:00～24:00

定休日なし

2022年12月にオープンしたドイツ酒場ケラーです！ドイツ
ビールとドイツ料理で楽しいひと時をお過ごしください♪

11 FUCHU 
KEYAKI TERRACE

府中市宮西町2-2-12
042-407-2675 

チケット利用可能時間
11:00～21:00

定休日なし

大国魂神社門前のカフェレストランです！府中をはじめ、全
国の食材を使用した料理と飲み物を提供しております！

5 CONABACCA 府中
府中市府中町2-6-1
プラウド府中セントラル1F
042-306-8855 
チケット利用可能時間
11:30～15:00
17:00～24:00

定休日なし

あとバルでもご利用頂けます！！是非ご来店下さい！！

あとバル
まちバルの 後 の お 楽しみ！

※営業時間は変更となる可能性があります。
実 施 店 舗 一 覧

チケットご利用に関する注意事項

チケットのご利用は、1店舗につき1人1セットまでです。
※複数人でご利用する場合は人数分の利用可能。

チケットの払い戻しはできません。
まちバル・あとバル期間中にお使いください。
※中止になった場合を除く。詳細は公式ホームページを
    ご覧ください。

チケットのみでのお店のご利用は30分～40分を目安
としてください。


