
2月6日(土)

あとバル
期　間 2021.2月8日(月) 2月14日(日)〜

2月7日(日)

佐世保市内1日バス乗車券

当日券の販売

西肥バスのご協力で、『させぼバル』参加者限定でイベント当
日（2/6・7）の佐世保市内のバスが乗り放題の乗車券を販売。

西肥バスセンター窓口（佐世保駅前）又は
市内各販売所でご購入ください。　
発売金額800円税込。

4,200円税込（760円×5枚綴り）

◎FMさせぼ（四ケ町docomo2F）
◎佐世保観光情報センター（JR佐世保駅構内）
◎くっけん広場（旧親和銀行京町支店）

あとバル

『させぼバル』チケットを購入したが当日参加出来なかった、また

は使いきれなかった方へのプログラム。させぼバル終了後の2月8

日（月）から2月14日（日）までの7日間、専用マップ記載の「あと

バル」協力店で、チケット1枚につき7６0円相当の食事または飲

物券としてご利用ください。利用方法、制限条項については、チ

ケット台紙の裏面でご確認下さい。

コロナ感染予防をしながら楽しむためにマスクとフェースシール

ドの着用をお願いします。今回の「させぼバル」のマナーです。

フェイスシールドには、独自のペイントやイラストを描いてフェイ

スシールドを「楽しいールド」にしましょう！

「させぼバル2021」に関するすべてのお問い合わせは

コロナ対策イロイロ！！「特別なバル」を楽しもう！！

～ＳＡＳＥＢＯ Ｂａｒ 2 0 2 1 ～

TEL 0956-37-0001
させぼバル実行委員会事務局
docomo２F FMさせぼ内

〒857-0871佐世保市本島町４-１５

　　（9：00～18：00）

2日間
開催

（購入方法）

【金　　額】

【販売箇所】

※一部路線を除きます。

飲み物

※ピンチョスが品切、変更になる場合がございます。
※飲み物のサイズ・量はお店により異なります。
※メニュー、各店の営業時間が当日変更になる場合がございます。

させぼ
　
参加店

近くの目印 :暖家
外人バー独特の雰囲気を味わえるお
店です。アットホームな店長がお待ち
してます。

TEL  0956-59-7105
〒857-0053　佐世保市常盤町9-18　貝原店舗2階

させぼバル営業時間 

近くの目印 : クインテッサホテルの前
アメリカ人スティーブが作る本場の
ハンバーガーを是非ご賞味くださ
い！！！

TEL  0956-23-3531
〒857-0053　佐世保市常盤町9－10

3  Cafe Shooters

［定休日］不定休　（OL22:00）
させぼバル営業時間 

近くの目印 : トラストパーク立体
駐車場前,暖家3階
メキシコ人がオーナーの本場のメキシコ
料理のお店です。佐世保で唯一の手作り
ホットソースとアメリカンスンタイルで
も日本スタイルでもないメキシコの家庭
料理をぜひこの機会にお試しください！TEL  0956-55-5094

〒857-0053　常盤町9-19 3階

2 メキシコ料理
　GRAVITY

［通常営業時間］11:00～15:00 18:00～ 24:00
させぼバル営業時間 6日11:00～22:00　7日11:00～22:00       

近くの目印 : ラクロスビル（旧ラッキー
ボウル）
お陰様で今年で開店30年。オリジナル
料理と佐世保で初の「濱鳥」お好み焼き
屋の味を受け継ぐ３代目。今回の「させ
ぼバル」で美味しく又、楽しんで頂ける
よう、ご来店お待ちしております。TEL  0956-25-4882

〒857-0054　佐世保市栄町5-16 

5 吉珍　～きっちん～

［期間営業時間18:30～22:00］ 
させぼバル営業時間 

2/8-2/13
6日18:30～22:00　7日13:00～19:00       

あとバル

あとバル

6日12:00～26:00　7日12:00～26:00

2/8-2/14
6日11:00～23:00　　7日11:00～23:00

1 ANCHOR CLUB

近くの目印:佐世保バーガーBIGMAN横
料亭出身の料理長が作る和洋折衷の
お料理と、杉本ソムリエが厳選したワ
インにこだわったバルスタイルのお
店です。活気ある接客も魅力！
活気ある接客も魅力！

TEL  0956-59-5574
〒857-0872　佐世保市上京町7-11

14 中尾葡萄

6日11:30～24:00　7日11:30～24:00       

近くの目印 :マクドナルド
創業80年以上の老舗の寿司店です。
お手頃な価格で、地元の食材を使った
料理が楽しめます。是非、ご来店くだ
さい。

TEL  0956-22-6317
〒857-0871　佐世保市本島町3-18

させぼバル営業時間 

10 吾妻鮨

6日16:00～20:00　7日16:00～20:00       

近くの目印 : 戸尾交差点 吉野家
スポーツBarドリーマーがレストラン
としてリニューアルオープン致しまし
た！お昼はランチ&カフェ、夜は熟成肉
のステーキをはじめ、自慢のお料理で
お客様をおもてなし致します！

［期間休日］ 2月8日（月）
させぼバル営業時間 

近くの目印 : ほかお眼科
和食の料理人が作る旬味をおたのし
みください。

TEL  0956-88-7638
〒〒857-0804　佐世保市松川町5-2

16 旬の味   一粋

［期間休日］2月14日（日）
させぼバル営業時間 

2/8-2/13
６日17:30～　7日17:30～     

あとバル

あとバル

22 Dreamer Grill & Cafe

6日11:00～23:00　7日11:00～23:00       

［通常営業時間］18:00～26:002/8-2/14

2/8-2/14

あとバル

あとバル

2/8-2/14あとバル

近くの目印 : 食道園、クインテッサ
ホテル
日米カクテル専門の店．マルガリータ、
ピニャコラーダ、モスコミュール、マイ
タイ、プレミアムウイスキー、ノンアル
コールドリンクも有ります。

TEL  080-7947-2073
〒857-0055　佐世保市湊町6-6 2F

近くの目印 : 京町内科病院
イタリアンをベースとした創作料理や
世界大会で６位になった経験のある職
人のピザ、アルコールだけでなくノン
アルコールのドリンクも豊富に揃えて
おりますので女子会にも家族とのお食
事にも幅広くご利用頂けます。

TEL  0956-25-5589
〒857-0871　佐世保市本島町1-1

11  イタリアンレストラン                     レガーレ

［期間休日］ 2月8日（月）［通常営業時間］11:00～14:00 18:00～ 22:00
させぼバル営業時間 

9 Crown Bar

6日18:00～24:00　7日18:00～24:00        

近くの目印:京町バス停（アーケー
ド側）
当店ではお値段以上のおつまみをご
用意してお待ちしております。ロース
トビーフ、切りたて生ハムとワインな
んていかがでしょうか？その他のド
リンクでもOK。

［期間休日］ 2月10日（水）

近くの目印 : エレナミニサンクル店
創作アメリカンフードのお店♪
黒胡椒を漬け込んだ特製ウォッカのモ
スコミュールや、全国の美味しいクラ
フトビールを4種類ご用意していま
す！

TEL  0956-59-6125     
〒857-0054　佐世保市栄町3-15

6  Pele( ペレ )

2/10-2/14

近くの目印:京町バス停　歩道橋の
足元
串揚げ、備長炭炭火焼き鳥の2大メイン
の専門店です。

21 串街道

［期間休日］2月8日（月）9日（火）
6日17:00～24:00　7日16:30～23:30       

20 リストランテ　ジョルノ

6日11:30～22:30　7日11:30～22:30       

6日13:00～21:00　7日13:00～21:00       
あとバル ［期間休日］ 2月9日（火）

［期間休日］ 2月10日（水）

あとバル

させぼバル営業時間 

させぼバル営業時間 

近くの目印 : 玉屋、クインテッサホテル
軍港の町雰囲気溢れるアメリカンテイストなカ
フェバー。アメリカンフードをつまみながら飲む
クラフトビールは格別です（クラフトビール、カ
クテルはもちろんカフェドリンクまで対応）オー
プンテラス付きで換気もOK。カフェタイムから休
憩なく営業しているのでバル巡りの1・2件目に最
適ですよ。　席数35

TEL  0956-55-8264
〒857-0054　佐世保市栄町3-11

8  Brooklyn Beach

［期間休日］なし2/8-2/14
させぼバル営業時間 

させぼバル営業時間 

6日12:00～23:00　7  日12:00～23:00       
あとバル

あとバル

あとバル
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［期間休日］2月8日（月）2月9日（火）
させぼバル営業時間 

2/10-2/14あとバル

あとバル

栄 　 町
常 盤 町
湊 　 町

本 島 町
島 地 町

6日12:00～14:00  17:00～22:00　   7日12:00～19:00
2/9-2/14あとバル

葉港町珈琲
　　　サセボノオト

近くの目印 : ライオンタワー、島地町
クルサ
ジャズが流れるノスタルジックなカ
フェバー本格的なドリップコーヒーと
こだわりカレー、パンケーキのお店。お
酒はビール、カクテルからワイン、日本
酒、焼酎までご用意しています。

6日12:00～23:00（LO22:30）　7日12:00～18:00（LO17:30） 

〒857-0879　 佐世保市島地町5-19
TEL  0956-60-9307

魚民と同じビルの２階
当店の長崎和牛ハンバーグステーキと
オリジナル焼きビーフシチューは、
シェフが丹精込めて作っており、他に
ない味がお楽しみ頂けます。バル当日
は大人気のフルーヴァンの前菜をセレ
クトしてお出しします。

TEL  0956-23-8935
〒857-0875　佐世保市下京町10-7シネマ太陽京町ビル６-2F

［期間休日］ 2月8日（月）・14日（日）［期間営業時間］18:00～22:00
させぼバル営業時間 

あとバル

17 ル・フルーヴァン

6日12:00～22:00　7日12:00～22:00       

近くの目印:もち吉
中華料理をカジュアルに楽しめるお店
です！広いカウンターと3部屋の個室
があり人数にあわせた食事、宴会に使
えます！

［期間営業時間］ 18:00～22:30［期間休日］ 2月14日（日）
させぼバル営業時間 

2/8-2/13あとバル

18 natsukara

6日14:00～22:00　7日13:00～20:00       

〒857-0875　佐世保市下京町10-6-1F
TEL  0956-23-4194

［期間営業］11:00～23:00 

させぼバル営業時間 

〒857-0875　佐世保市下京町9-15

TEL  0956-59-7790

させぼバル営業時間 

〒857-0875　佐世保市下京町9-3
TEL  0956-76-9492

〒857-0872　佐世保市下京町1-1 エバーグリーンビル 2F
TEL  0956-24-0300

近くの目印:ららららーめん
お子様も入店できる広い店内で、ほか
のお客様とも十分な距離をとって食
事することが出来ますので、安心して
ご来店ください。

させぼバル営業時間 

2/8-2/14あとバル

23 ＡＲＲＯＷＳ

6日12:00～27:00　7日12:00～27:00       
［期間営業］18:00～27:00 

〒857-0875　佐世保市下京町4-8　桃野店舗2階
TEL  0956-59-5866

近くの目印:タリーズコーヒー
落ち着いた大人Barです。レーヴいう大
人とは常識がある人の事。気の合う仲間
との素敵な時間をどうぞ！パーティー
会場の下見としても有りです。

19 レストランバー
　　Reve( レーヴ)

［期間休日］ 2月8日（月）
させぼバル営業時間 6日18:00～22:00　7日16:00～21:00       
あとバル

〒857-0875　佐世保市下京町8-13アリサビル3F
TEL  0956-  22-3455

2/8-2/14

2/9-2/13

2/9-2/14 ［期間休日］2月8日（月）

近くの目印 : 永田宝石店前
豊富なラーメンの種類、創作中華、
いろいろなお酒をいっぺんに楽しめ
ちゃうお店です！

させぼバル営業時間 

15

6日11:00～14:00　7日11:00～14:00        
あとバル ［期間休日］ 2月14日（日）

ラーメンズバーDDD

〒857-0872　佐世保市上京町4-19
TEL  070-5414-3989

2/8-2/13

2/9-2/14

2/8-2/14

2/8-2/14

2/9-2/14
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させぼバル営業時間 

2/8-2/14あとバル

長崎和牛　愛山亭
近くの目印 : ライオンタワー
長崎和牛・霧島黒豚・赤鶏さつまなど銘
品をお手軽に楽しめます。
今回は国の誇り護衛艦いせ「伊勢欧風カ
レー長崎和牛天下一品Ver.」と樽生ワイ
ンをいかが。

6日12:00～21:00　7日12:00～21:00

〒857-0871　 本島町7-25-1F
TEL  0956-25-2764

お 願 い

上 京 町
下 京 町
松 川 町

近くの目印 : やまがたパラダイス
地元の旬の食材を使って備長炭で
じっくりと焼き上げております。

させぼバル営業時間 

2/8-2/14あとバル

27 Cafe.5

6日12:00～22:00　7日12:00～19:00       
［期間営業］18:00～24:00 

〒857-0878　佐世保市山縣町1-24
TEL  080-2753-2789

近くの目印 : 千日駐車場
いけす完備で新鮮な魚介類を使った活
造りや一品料理をご提供しています。
お一人様から団体様まで対応致してお
ります。

させぼバル営業時間 

あとバル

25 いけす割烹　水月

6日12:00～22:00　7日12:00～19:00   

〒857-0878　佐世保市山縣町1-16
TEL  0956-25-7594

2/8-2/13［期間休日］ 2月14日（日）

チケットが6日・7日かご確認ください！！

佐世保の街を
飲み食べ歩く

スルーディ

いっすい
あづま

近くの目印 : させぼ五番街
佐世保で唯一のクラフトビール推しの
バー。国内外問わずたくさんのクラフ
トビールを楽しめます。フードの持ち
込み“可能です“。
お一人様でも気軽に入れます。

させぼバル営業時間 

あとバル

26 グスターレ

6日15:00～22:00　7日15:00～19:00       
［期間営業］19:00～24:00 

〒857-0877　佐世保市万津町2-8
TEL  050-5325-6281

2/8-2/14

山 縣 町

万 津 町

近くの目印 : 三ヶ町
佐世保最古級の外人BARです。
ビール、ウィスキー、オリジナルカクテ
ル、オリジナルフードなどあります。
日本人のお客様も大歓迎です。お気軽
にお越しください！みなさんで楽しい
時間を過ごしましょう！TEL  0956-25-6490

〒857-0053　佐世保市常盤町7-6

4   Fly-ing Mushroom Man

させぼバル営業時間 6日18:30～25:00　7日18:30～25:00       
あとバル ［期間休日］2月14日（日）2/8-2/13

近くの目印 : 玉屋
ベルギービール専門店
自衛隊グルメ認定、イージス艦「ちょ
うかい」カレーもベルギービールと楽
しめます。その他おつまみ、フードあ
ります。

TEL  0956-23-5989
〒857-0054　佐世保市栄町3-12face214F

7  Cafe bar JiNA

あとバル

させぼバル営業時間 

2/9-2/14
6日11:30～24:00　7日11:30～24:00

［期間休日］ 2月8日（月）

バー・ジーナ

近くの目印 : やまがたパラダイス
地元の旬の食材を使って備長炭で
じっくりと焼き上げていってます。

させぼバル営業時間 

2/8-2/14
あとバル

24 炉端八兵衛

6日12:00～22:00　7日12:00～19:00       
［期間営業］18:00～24:00 

〒857-0878　佐世保市山縣町1-24
TEL  080-2753-2789

させぼ
　
２０２１

2月7日(日)
3,800円

あとバル期間

させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥

ticket5

ticket4

ticket3

ticket2

ticket1

2021年2月7日(日)

させぼ
　
さるく760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥

2021年2月8日(土)

2021年2月14日(日)
〜

※各店舗の営業時間は「させぼバルMAP」でご確認ください。

1 日間限定

前売り券
5 枚綴り

させぼ
　
20 2 1

復活

2021年2月7日(日)

2021年2月7日(日)

2021年2月7日(日)

2021年2月7日(日)

させぼ
　
２０２１

2月6日(土)
3,800円

あとバル期間

させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥

ticket5

ticket4

ticket3

ticket2

ticket1

させぼ
　
さるく760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥
させぼ
　
さるく

させぼ
　
20 2 1760￥

2021年2月8日(土)

2021年2月14日(日)
〜

※各店舗の営業時間は「させぼバルMAP」でご確認ください。

1 日間限定

前売り券
5 枚綴り

させぼ
　
20 2 1

復活

2021年2月6日(土)

2021年2月6日(土)

2021年2月6日(土)

2021年2月6日(土)

2021年2月6日(土)


