
当日使い切れなかったり当日参加できなかった場合でも大丈夫。
チケットは「あとバル」期間中に、参加店舗にて1枚700円の金券としてご利用可能です。

幸のとりバルチケットは切り取らずに店舗スタッフにお渡しください。
券1枚につきイベント限定メニューが楽しめます。

イベントの楽しみ方イベントの楽しみ方

☎048-541-1008
イベントのお問合せ　　　  ：幸のとりバル実行委員会〈鴻巣市商工会内〉

あとバルの楽しみ方

※現金との引き換えは致しませんので予めご了承ください。

チケットの取扱について

 2,500円

あとバルチケット
有効期間

  マップ片手に、各店を回りながら
「お得なオススメ品」を
  食べて、飲んで、ショッピング
  鴻巣の魅力を再発見しに行きましょう！

※前売券の発売数量により当日券の販売を行わない場合がござ
います。予めご了承ください。
※ご購入後の払い戻しはできません。
※同じ綴りのチケットは、複数人でご利用いただけます。
※バルメニューは数量に限りがございます。売切れの場合もござ
いますのでご了承ください。

※チケットは発行数に達し次第、販売終了となります。

 2,800円
チケットは700円券4枚綴り1セット

お好きな参加店舗で
サービスを楽しむ

チケットを
ご購入 !

あまった
チケットは
あとバルで

Hoｗ toenjoy BAR.

販売場所

販売価格
受付時間 平日8:30～17：15（土・日曜日・祝日休み）

2016.10/１７月（Ｍｏｎ）
　　 ～11/９水（Ｗｅｄ）

販売期間

2016.11/13日（Sun）～30水（Ｗｅｄ）

❶寿司・和食 鮨源
❷しなとら
❸ギャラリーカフェ ストーク
❹そば処 鴻巣宿阿部
❺塩ホルモン三島 鴻巣店
❻Bar YESTERDAY
❼炭火焼 ふれ愛
❽こじゃんと
❾西洋料理 メイキッス
10居酒屋 ごんべえ
11手打うどん 長木屋

12大正家
13直政
14ゆき寿司
15串あげ 木むら
16多茂登
17味庵
18しちりん亭
19低糖質スイーツ&カフェ SASSY
20パル
21甚兵衛
22炭火ホルモン焼肉七二〇

23こうのすや つけしん
24はなの舞 エルミこうのす店
25ナイトラウンジDios
26重天
27レストラン 蔵王
28吉見屋食堂
29和譲美食 桜島
30保りか和
31寿司友
32中国料理 金鶏
33地産地食堂 てらや
34ご馳走Dokoro かねはち

35小松や
36中華食堂 紅秋
37Cafe Re:Clipper
38鴻巣市観光協会
39大和屋製菓
40ヘアーサロン スガマ
41いづや化粧品店
42木村屋製菓舗
43黒沢薬局本店
44パンジーハウス
45パン工房 ファイン

参加店舗一覧 順不同

www.syokoukai.or.jp/
kohnosu/kounotori-bar/

参加店舗やイベントの詳しい情報は
公式ウェブサイトをチェック !
幸のとりバル 検 索

お得に楽しく 　食べて 　飲んで 　街歩き 　

●鴻巣市商工会
　　 Commerce and industry association of Konosu city
　　8：30～17：00 （土・日曜日・祝日休み）
　　 (Closed on Saturdays and Sundays and public holidays.)

●鴻巣市観光協会
　　 Konosu Tourist Association
　　9：00～17：00 （水曜休み）
　　 (Closed on Wednesday.)

●まちの駅みやもと
　　 City station Miyamoto
　　9：00～16：00 （月曜休み）
　　 (Closed on Monday.)

●参加店舗
　　 Member Store
　　  ※取扱店舗はガイドマップでご確認ください。
　　  ※販売時間は各店舗の営業時間内です。
　　　＊Please confirm participation store and handling store with map.
　　　＊Sell time is within the business hours of each stores.

●鴻巣駅 改札口付近
　　 Konosu Station Wicket near
　　11／7㊊～10㊍…17：30～20：00
　　 November7(Monday)~November10(Thursday)

Happy bird BARU in Konosu

Let’s go, with a map in hand! While eating, while drinking, 
while enjoying the fun of shopping! Let’s rediscover appeal of Konosu 

NOT VALID IF DETACHED.　Offer event-limited menu per one piece of stub.

Buy ticket! Enjoy service in favorite
participation store.

Extra tickets can be used
in ATOBARU.

Can use ticket which left in ATOBARU period as 700 yen gold note.

（Event contact）

Reception time (Closed on Saturdays and Sundays and public holidays.)

ATOBARU period

Sales period

Ticket Counter

Selling price

＊May be not sell the Today's ticket by sales quantity of advance ticket. Please 
be understanding of this beforehand.＊Can't refund after purchase.＊Available 
in more than one person.＊Baru menu quantity is limited.＊There might be 
sold out. Please be understanding of this beforehand.

One set is four sheets.￥700/sheet

＊The sale will end when all the ticket has been sold.

yen

yen

前売
Advance ticket

Today’s ticket
当日

How to enjoy with Happy ATOBARU.


