
湯田温泉エリア
アイコン意味

表の見方

居酒屋 ダイニング 焼鳥 バー カフェ 鉄板海鮮 お食事 観光施設

日替わり家庭料理
（麻婆茄子等）

生/瓶ビール/チューハイ
ソフトドリンク / 他

3 笑呑　きいと

湯田温泉 6-1-25 080-3525-8500 席10

海鮮太巻き寿司

生ビール/焼酎/日本酒/
カクテル

1 海鮮長州湯田店

周布町 1-22 083-920-0353 席40

フィッシュ & チップス

ジムビームハイボール

2 旬菜ダイニング 月と兎

周布町 1-11 083-921-3328 席50

おまかせ肉料理

ビール/他

4 てっぱん Dining Otoha
ダイニング　オトハ

湯田温泉 6-1-2F 083-902-1401 席24

チキンのトマト & ビール煮込み

クラフト生ビール

5 Bar ALBERO
バー　アルベロ

湯田温泉 6-1-25
湯田ビル 1F  090-9735-0793 席11

お刺身盛り合わせ

 生ビール（全て OK）

6 湯田温泉 ごえん家

湯田温泉 6-2-18 083-933-6168 席30

アヒージョ各種

グラスワイン各種

7 湯田バル

湯田温泉 3-7-11 083-902-6439 席5

アヒージョ
（内容は当日のお楽しみ）

生ビール / 赤ワイン /
ハイボール他

8 ISO'S　BAR
イソズ　バー

湯田温泉 4-2-27 083-921-4588 席40

マスカルポーネチーズの
まぐろ酒盗掛け

グラスワイン
（赤・白・スパークリング）

9 旬彩　まさらっぷ

湯田温泉 2-1-1 083-928-5775 席10

①文豪セット（おつまみ + 足湯）

②黒ゴマパウンドケーキ + 足湯

①お酒 2 種類
②徳佐りんごジュース

10 湯田温泉観光回遊拠点施設 

狐の足あと

湯田温泉 2-1-3 083-921-8818 席70

地鶏のたたき（半人前）

 ビール / 焼酎 (100 種以上 )
/ 梅酒 / ソフトドリンク

11 紅の豚

湯田温泉 2-2-7 083-923-5653 席18
ワイン（赤 or 白）

アスパラチーズ

12 Le.Matsu.
ル　マツ

湯田温泉 2-3-11 083-976-4133 席20

牛すじポン酢、葉わさび

日本酒・月夜の浜辺 /
ハイボール / ウーロン茶

13 長州むすび　夢源

湯田温泉 1-11-19 083-923-2618 席3

 海ぶどう

オリオンビール / 泡盛

14 Dining　O.K.!
ダイニング　オーケー！むげん

湯田温泉 1-10-9 083-920-1151 席15

季節の前菜

生ビール / チューハイ /
焼酎

15 和食ダイニング 饗の風
きょうのかぜ

湯田温泉 1-10-9 083-923-6655 席16

焼鳥３本と小鉢

生ビール / チューハイ /
ハイボール / 焼酎 / ウーロン茶

16 焼き処 かめちゃん

湯田温泉 1-11-12 席9

麻婆豆腐

生ビール / 焼酎 / サワー /
日本酒 / ソフトドリンク

17 居酒屋中華まっちゃん

湯田温泉 1-11-10 083-921-3566 席6

生ハムとチーズの盛り合わせ

オリジナルカクテル他

18 café　mo　café
カフェ　モ　カフェ

湯田温泉 1-11-1 080-9796-1839 席26

本日のアヒージョ
※写真はイメージです

生ビール/ワイン/カクテル
ソフトドリンク他全 70 種

19 KITCHEN LOTUS
キッチン　ロータス

湯田温泉 1-11-5-2F 083-941-5173 席8

美東カリカリゴボウ

生ビール / ハイボール /
チューハイ / ソフトドリンク

20 だんだん茶屋

 湯田温泉 1-11-31 083-922-3904 席50

       

生ハムの生春巻きチリソース

生ビール / ソフトドリンク /
カクテル/焼酎/梅酒/ウィスキー他

21 Bar&Darts MATOTOYA
マトトヤ

湯田温泉 1-10-19-2F 083-902-5808 席30

家庭料理の日替わり小鉢
（肉じゃが他）

生・瓶ビール/日本酒/焼酎/
サワー/梅酒/カクテルほぼ OK！

22 家庭料理　こぶた

湯田温泉 1-10-19 090-2344-5999 席9

ローストビーフ

カクテル / ビール / ワイン /
焼酎 / ハイボール / 梅酒 /
ソフトドリンク

23 Fee　Hat
フィー　      ハット

湯田温泉 1-9-20 083-902-6230 席12

ダーツ・カラオケ

カクテル / ビール / ワイン /
焼酎 / ハイボール / 梅酒 /
ソフトドリンク

24
ゲキパー

Bar&Darts Gekipar

湯田温泉 1-17-18
廣沢ビル 201 083-902-2016 席18

おつまみ３種盛り

生ビール/焼酎/カクテル/
ハイボール他

25
ミスティー

misty

湯田温泉 1-7-25 083-922-3085 席10

バッファローチキンバイト

生ビール（バドワイザー）他

26
トニーズ　ラハイナ

 湯田温泉 1-7-33
プロスパービル 1F 083-932-1472 席40

気まぐれにぎり寿司（五貫）

生ビール他

27

湯田温泉 1-7-34
生駒ビル 2F 083-941-5706 席10

チキンのパストラミと
ディップ

ビール/カクテル/ウィスキー
約 100 種類以上

28
バー　　コア

湯田温泉 3-1-15
第一ビル 1F 083-925-1300 席25

季節の前菜

生ビール／他多数

29

湯田温泉 3-1-12 083-966-0045 席8

カジキマグロのステーキ

赤ワイン

30

熊野町 4-29 083-902-2277 席30

イカスミの
パンナコッタ仕立て

グラスワイン（赤 or 白）/
生ビール

31
ジョルジュ　ムスタッシュ

熊野町 4-23
ラッキービル 2F 083-923-3746 席20

 ミニ刺盛り（刺身２品）

生ビール他

32

泉都町 9-23 083-922-9191 席20

焼鳥３本

生ビール / 酎ハイ / 焼酎

33

泉都町 9-23    083-921-5565 席10

焼きそば

チューハイ

34
うまうま

泉都町 9-24 070-5051-7235 席10

Tony's LAHAINA 長州個室居酒屋 悠遊 Bar COｒE

はるさあ Modern Japanese 防長回天 波柄 GEORGES MOUSTACHE おばあのみせ えん

平平 美味美味

バルメニュー

写真
バルドリンク

0 お店の名前
ふりがな

住所 電話番号 席数

大隅タクシー
湯田都タクシー
日本交通
中司タクシー

山野タクシー
山口交通
フラワータクシー
いさむや第一交通

083-922-0860

083-922-5891

083-922-1881

083-922-0812 

083-925-8751

083-925-8751

083-928-2878

083-922-1368

温泉の森（温泉施設）
西の雅 常盤（宿泊施設）
かめ福（宿泊施設）
喜良久（宿泊施設）

梅乃屋（宿泊施設）
山水園（宿泊施設）
亀乃湯（公衆浴場）

083-920-1126

083-922-0091

083-922-7000

083-922-0333

083-922-0051

083-922-0560

083-901-4126

半券サービス対応の温泉施設はこちら！

1
2
3
4

5
6
7

※チケット 1 枚につき
　800 円の金券となります

※差額はご負担下さい

エイトトラックス

湯田温泉 4-2-18 083-941-6909

８TRACKS

バル当日限定！利用できるタクシー会社はこちら！

湯田エリア会場は、昨年オープンし

た人気店・通称ハチトラ。開放的な

空間で多国籍メニューを楽しめます。

16 時～ 24 時は当日チケットの販売も行います！

特別出張！！

広島からはスペイン製生ハム専門店
「レセルバ イベリカ ジャパン」、
スペインの生ビール・缶詰・ワインの
輸入販売店「キムラ」が登場！
お持ち帰りも可能です！

※なくなり次第終了

9 月に国際パエリアコンクール優勝を果たした
東京のスペインレストラン anocado がやって来る！
本格パエリア＋１ドリンクがバル券１枚で食べられる！

湯田エリア本部会場
当日チケットはこちらで販売！

至
・

湯
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温
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駅

限定
100食
予定！

ホテル松政

中也
記念館
中也
記念館

狐の
足あと

の３回に分けて炊き上げ予定！！

※写真はイメージです

温泉の森

西の雅 常盤
かめ福

ほろよい通り

喜良久

梅乃屋

山水園

亀乃湯

18：00　  19：30　  21：00


