
アイコンの
見 方

ノンアル
あり

…ソフトドリンク、ノンアルコールカクテルが
　バルメニューに入っている店 チョイス …複数の料理の中から1タイプを選べる店スイーツ

あり …スイーツがバルメニューに入っている店

おらが純米 …「おらが純米」取扱店 ※バルメニューでの提供はありません  ※数に限りがある場合があります

オデンシーフードプロヴァンス５種～アイヨリソースで～orフレ
ンチ肉盛り（ホエー豚ディアブル風、チキンブルゴニオン、サラ
ダ、バケット）+微発泡ワイン「ランブルスコ」含むドリンクから1杯

洋風ODEN×ビストロ料理とワイン

☎024（573）8750
□所福島市置賜町8-8 パセナカMisse2F
バルタイム／17：00～24：00（23：00LO）

おでんとワイン ウグイスおでんとワイン ウグイス

ノンアル
あり チョイス

4

MAP B-3

２種類の日替わりパスタor２種類のピッツァから
１品＋50種類のドリンクから１杯

もっちりピッツァと魚介料理が自慢 !

石窯焼きナポリピッツァとお魚イタリアン トラットリア
アルベロ

石窯焼きナポリピッツァとお魚イタリアン トラットリア
アルベロ

☎024（529）7014
□所福島市栄町12-13 おさらぎビル1F
バルタイム／18：00～23：00（22：00LO）

ノンアル
あり チョイス

1

MAP B-2

バケット3種＆シェフ特製のふわふわオムレツプレー
ト（ナポリタン、カリカリのベーコン付き）＋ワイン、
カクテルを含む70種類以上のドリンクから1杯

バル新登場！気軽に楽しむイタリアン

☎024（572）3334
□所福島市大町2-35
バルタイム／15：00～22：00（21：30LO）

アルコバレーノアルコバレーノ

ノンアル
あり

2

MAP C-4

本日の前菜５種盛り（仕入れ状況により異なる）or本
日のデザート３種盛りorマルゲリータピザ（Ｍサイ
ズ）＋50種類以上のドリンクメニューから１杯

大人が気軽に楽しめる本格イタリアン

☎024（523）5510
□所福島市置賜町8-8 パセナカミッセ２F
バルタイム／18：00～22：00（21：30LO）

TRATTORIA PIZZERIA
ISOLA FELICE（イゾラフェリーチェ） 

TRATTORIA PIZZERIA
ISOLA FELICE（イゾラフェリーチェ） 

ノンアル
あり

スイーツ
あり チョイス

3

MAP B-3

prettyディナーコース（10種野菜のサラダ、自家製オー
ドブル日替わり３点盛り、自家製トマトソーススパハー
フ、ストロベリーアイス）+ドリンク70種以上から１杯

自家製の多彩な料理で個室女子会 !

☎024（522）9888
□所福島市栄町7-5 新富ビル2F
バルタイム／18：00～翌１：00

Wine&Beer カーヴ隠れや 福島店Wine&Beer カーヴ隠れや 福島店

ノンアル
あり

スイーツ
あり

7

MAP C-2

福島牛のステーキ、日替わりサラダ、ガーリックラ
イスのおにぎり＋140種類のドリンクから１杯

しっとりと落ち着いた店内でくつろぐ

☎024（521）8640
□所福島市置賜町4-1 バラビル2F
バルタイム／17：00～24：00（23：00LO）

癒肴家～izakaya～ 宴（EN）癒肴家～izakaya～ 宴（EN） お
ら
が
純
米ノンアル

あり

6

MAP B-2

黒コショウを効かせた｢牛内モモ肉のロースト｣を中心と
したお手製タパス3種盛り合わせ＋樽詰めスパークリング
ジョッキワインor樽熟ハイボールorソフトドリンクを１杯

気軽に熟成ウイスキー＆ワインを !

☎024（572）5067
□所福島市栄町11-10 栄町ビル１F
バルタイム／17：00～翌1：00

路地裏バル Ｍ＆Ｍ路地裏バル Ｍ＆Ｍ

ノンアル
あり

5

MAP C-2

第5回

BAR

3日・10日・17日・24日開催！

6月の
毎週
水曜日

開催
日

チ
ケ
ッ
ト

販
売
箇
所

●NEWDAYS福島東口
●中合福島店二番館4Ｆプレイガイド（  　　　　　）10：00～19：30

中合友の会カウンターとなり

●福島駅東口KIOSK ●CJ水曜バル参加各店

もっと
詳しい情報は
コチラ

（  　　　　）6：00～22：30
ホテルメッツとなり

（  　　　　）6：00～22：00
東口改札となり

2,400円!「料理+1ドリンク」
の特別メニューが

3店楽しめて

当日楽しめ
る

｢バルセット
｣は

コチラ

★ ★

★

※
L
O
…
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
の
略



※
L
O
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ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
の
略

アイコンの
見 方

ノンアル
あり

…ソフトドリンク、ノンアルコールカクテルが
　バルメニューに入っている店 チョイス …複数の料理の中から1タイプを選べる店スイーツ

あり …スイーツがバルメニューに入っている店

おらが純米 …「おらが純米」取扱店 ※バルメニューでの提供はありません  ※数に限りがある場合があります

※
L
O
…
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
の
略

焼鳥３本セット（モモ・つくね・鶏モツ、ニンニク
＆ショウガの濃厚醤油だれ）、お通し＋ドリンク１
杯（生ビールorハイボールorソフトドリンク）

安くて旨い！路地裏の穴場

☎024（523）2401
□所福島市置賜町5-3
バルタイム／17：00～23：00LO

やきとり 余市 分店やきとり 余市 分店 お
ら
が
純
米ノンアル

あり

25

MAP B-3

白河産メープルサーモンのカルパッチョ（左）or伊達
鶏の大串1本と本日の串焼き1本（手前）orデザート
プレート（奥）＋80種類のドリンクから１杯

伊達鶏など地元の名物が味わえる店

☎024（521）4855
□所福島市栄町10-2 やまさやビル2F
バルタイム／17：00～23：30（23：00LO）

ふくしまの伊達鶏とお料理のおいしいお店
もみじ庵

ふくしまの伊達鶏とお料理のおいしいお店
もみじ庵

お
ら
が
純
米ノンアル

あり
スイーツ
あり チョイス

24

MAP C-2

酒場のバル皿盛り合わせ（イタリアパルマ産生ハム切り
落としサラダ、ムール貝のジュレ、あつあつゼッポレ、手
羽元のほろほろトマト煮込み）+ドリンク約50種から１杯

本格イタリアンとソムリエ厳選ワイン

☎024（523）5225
□所福島市置賜町8-15 ピア21ビル7F
バルタイム／18：00～翌２：00（翌１：00LO）

イタリアワインバール 福島ワイン酒場イタリアワインバール 福島ワイン酒場

ノンアル
あり

29

MAP B-3

前菜3種盛り（仕入れ状況により内容は異なる）or
ハーフサイズピザor自家製ケーキ（ショーケースか
ら選べる）＋60種類のドリンクから1杯

人気のワインやスプマンテで乾杯 !

☎024（522）2788
□所福島市栄町7-23・1F
バルタイム／17：30～21：00

イタリア厨房 麦畑 栄町店イタリア厨房 麦畑 栄町店

ノンアル
あり

スイーツ
あり チョイス

23

MAP B-2

名物・ジャークチキン、マカロニチェダーチーズ、
ジャマイカンピクルス＋100種類以上のドリンクメ
ニューから１杯

本格ジャマイカ料理が大人気 !

☎024（522）7695
□所福島市置賜町８-1
バルタイム／18：00～翌1：00

来音（らいおん）来音（らいおん）

ノンアル
あり

26

MAP B-3

コチュジャンサムギョプサル、味噌サムギョプサ
ル、韓国風卵焼き、チョレギサラダ、サンチュ＋ソ
ウルマッコリなど約30種類のドリンクから１杯

本格的な韓国料理を堪能できる !

☎024（597）7734
□所福島市置賜町8-8 パセナカMisse2F
バルタイム／17：30～23：30（23：15LO）

韓国家庭料理 幸福（へんぼく）韓国家庭料理 幸福（へんぼく）

ノンアル
あり

22

MAP B-3

国産牛しゃぶしゃぶ、野菜のアヒージョ＋120種類
のドリンクから１杯

福島駅西口構内の大型イタリアン !

☎024（531）0321
□所福島市栄町1-1 パワーシティピボット内
バルタイム／17：00～23：00（22：00LO）

ITALIAN-CAFE Lauren＆Leaf
（ローレン＆リーフ）

ITALIAN-CAFE Lauren＆Leaf
（ローレン＆リーフ）

ノンアル
あり

28

MAP C-1

チキン南蛮＆くし揚げ＋ビール、ノンアルコール
カクテル、ソフトドリンクなどから好きなドリン
ク１杯

コスパの良さなら『らくたま』 !

☎024（521）3987
□所福島市置賜町5-3 第3二瓶ビル2F
バルタイム／17：00～24：00（23：00LO）

遊・牧・食市場 らくだのたまご遊・牧・食市場 らくだのたまご

ノンアル
あり

27

MAP B-3

Android・
iPhone・

タブレット専用

Facebookで、
おいしかったバルの料理や、

当日のお店の空席・混雑状況など
投稿・共有してね！

CJ水曜バルの
Facebookはコチラ

私達は第5回CJ水曜バルと
福島の街なか活性化を

応援しています !

アイコンの
見 方

ノンアル
あり

…ソフトドリンク、ノンアルコールカクテルが
　バルメニューに入っている店 チョイス …複数の料理の中から1タイプを選べる店スイーツ

あり …スイーツがバルメニューに入っている店

おらが純米 …「おらが純米」取扱店 ※バルメニューでの提供はありません  ※数に限りがある場合があります

A（イカ明太、ブリのカルパッチョ、「インカのめざめ」の
ガーリックバターフライ、明太クリームうどん）orB（４
種のデザートプレート）＋180種類のメニューから１杯

穏やかな明かりがいざなう大人な空間

☎024（563）4307
□所福島市置賜町7-5 アドニードビル2階
バルタイム／17：00～翌１：00（24：30LO）

Dining Bar 灯 TOMOSHIBIDining Bar 灯 TOMOSHIBI お
ら
が
純
米ノンアル

あり
スイーツ
あり チョイス

14

MAP B-3

網焼き7種（仕入れ状況により内容は異なる）、サラ
ダ、デザート+80種類のドリンクから1杯

備長炭七輪で網焼きを楽しめる !

☎024（572）5166
□所福島市置賜町6-9 清水屋ビル3F
バルタイム／17：00～翌1：00（24：00LO）

網焼き酒場 双◎（ふたまる） 網焼き酒場 双◎（ふたまる） お
ら
が
純
米ノンアル

あり
スイーツ
あり

20

MAP B-3

選べるバルプレートAセット（前菜3種プレート、ア
ヒージョ＆バケット）orＢセット（彩りタパス贅沢6
種プレート）+約50種類から好きなドリンクを1杯

人気のスペインバル、タパス各399円

☎024（573）8970
□所福島市置賜町8-8 パセナカMisse2F
バルタイム／17：00～24：00（23：00LO）

スペインバル カメレオンスペインバル カメレオン

ノンアル
あり チョイス

10

MAP B-3

ミニパフェ（左）orフルーツトマトのコンソメ煮・冷製ジュレ仕立て＆本日鮮魚
のカルパッチョ・柚子胡椒のジュレ（手前）or万願寺唐辛子・こだわりトマトの冷
製パスタ＆本日の前菜盛り合わせ（奥）+指定メニューの中からドリンクを１杯

60名収容の広々空間でイタリアンを

☎024（525）8602
□所福島市早稲町4-16 ラヴィバレ一番丁2F
バルタイム／17：30～23：00（22：00LO）

trattoria BACCANO（バッカーノ）trattoria BACCANO（バッカーノ）

ノンアル
あり

スイーツ
あり チョイス

16

MAP D-2

石巻直送の特大夢牡蠣（280ｇ以上の牡蠣を使用）＋選
べる銘酒飲み比べ３点セットorグランドメニューから好
きなドリンク１杯※水曜バルのみの利用は入場料無料

入場料1,000円で全て原価で楽しめる

☎024（521）3322
□所福島市置賜町5-3 第３二瓶ビルB１F
バルタイム／17：00～24：00（23：30～LO）

原価酒場 神の斬新（かみのざんしん） 原価酒場 神の斬新（かみのざんしん） お
ら
が
純
米ノンアル

あり

9

MAP B-3

５種類のデザート盛り合わせ（仕入れ状況によって内
容は異なる）＋フルージャー（生の果実を使ったカク
テル）orグランドメニューから好きなドリンク１杯

女性にうれしい創作料理が評判 !

☎024（521）1255
□所福島市置賜町5-12 ミナモトビル1F
バルタイム／17：00～24：00（23:30LO）

PRIVATE DINING
美神の宴（びじんのうたげ） 

PRIVATE DINING
美神の宴（びじんのうたげ） 

お
ら
が
純
米ノンアル

あり
スイーツ
あり

18

MAP A-3

おすすめ焼肉＆ホルモン三点セット（仕入れ状況に
より内容は異なる）、牛スジ煮込み、杏仁豆腐＋メ
ニューの中から好きなドリンクを１杯

食材、仕込み、味付けにこだわり !

☎024（521）5812
□所福島市置賜町4-15
バルタイム／17：30～翌１：00

脱力酒場 それいけ！ ピヨピヨ丸脱力酒場 それいけ！ ピヨピヨ丸

ノンアル
あり

スイーツ
あり

19

MAP A-3

料理３種類（刺身・揚げ物・焼き物）＋ドリンク（生
ビール・日本酒・焼酎・酎ハイ・ソフトドリンクな
ど約60種類からチョイス）１杯

20種類以上の地酒も飲み放題に !

☎024（522）3711
□所福島市置賜町8-36 パレスビル２F
バルタイム／17：00～24：00（23：30LO）

酒寮 米しずく酒寮 米しずく お
ら
が
純
米ノンアル

あり

11

MAP B-4

アラビアータのフィットチーネ（ハーフサイズ）、
ガーリックトースト、サラダ＋100種類のドリンク
から１杯

おしゃれに楽しむ大人系フードバー

☎024（521）5812
□所福島市置賜町5-26 ABCビル１F
バルタイム／18：30～23：00LO

negnin cafe（ネグニンカフェ）negnin cafe（ネグニンカフェ）

ノンアル
あり

15

MAP B-3

ばんかららーめんorとんこつらーめんor支那そば
から１杯+ビール、ハイボール、茹で餃子の中か
ら一つ

くせのない豚骨醤油が自慢の人気店

☎024（522）0705
□所福島市陣場町8-11 茂木ビル1F
バルタイム／17：00～翌３：00（翌２：30LO）

東京豚骨拉麺 ばんから 福島店東京豚骨拉麺 ばんから 福島店

チョイス

17

MAP A-2

コラーゲンたっぷり！サッパリした味と食感がクセ
になる博多名物の「酢モツ」、おでん３種、小鉢２品
＋約50種類のドリンクから好きなものを１杯

狸小路にある、おでんが自慢の居酒屋

☎024（563）6440
□所福島市陣場町8-3 狸小路奥
バルタイム／18：00～24：00

惣菜居酒屋 ふらり川惣菜居酒屋 ふらり川 お
ら
が
純
米ノンアル

あり

21

MAP A-2

ワイキキパンケーキ＋キウイのモヒート（ノンアル
コールも可）

オシャレな雰囲気の中、楽しい時間を

☎024（522）8778
□所福島市万世町１-29 第６清水ビル２F
バルタイム／17：00～翌1：00LO（翌0：30フードLO）

Cafe＆Bar CHOCOLA（ショコラ）Cafe＆Bar CHOCOLA（ショコラ）

ノンアル
あり

スイーツ
あり

12

MAP A-3

前菜盛り合わせ（ピクルス、イタリア産生ハム、サ
ラミ、カマンベールチーズ盛り合わせ）＋120種類
のドリンクから１杯

おしゃれな空間＆ワインで優雅な夜を

☎024（521）4177
□所福島市新町1-13
バルタイム／17：00～24：00（23：00LO）

新町バル ＣＡＤＪＡ（カヂャ）新町バル ＣＡＤＪＡ（カヂャ）

ノンアル
あり

8

MAP B-4

馬刺しを含むおまかせ料理４点盛り＋約100種類の
ドリンクから１杯

大広間でワイワイ楽しむ♪

☎024（523）0018
□所福島市置賜町8-8 パセナカMisse2F
バルタイム／17：30～24：00（22：30LO）

仲見世厨房 つばき仲見世厨房 つばき お
ら
が
純
米ノンアル

あり

13

MAP B-3

参加店は
　まだまだ続く!!★ ★

第5回CJ水曜バルの
うれしい特典♪

好きなお店で引換券を渡して
プレゼントGET！
チケットに付いているお楽しみ引換券を参加店に渡して、
サントリーの「ラドラー」コースターをもらおう！

特典1

提供／サントリー酒類株式会社

★5名様に 特別純米酒「おくのかぜ」（720ml）

★5名様に ミネラルウォーター「SA･RA･SA」（500ml･24本入り）

チケット半券で豪華賞品が当選するかも!?
チケットには１枚ごとにナンバーが打ってあります。このチケットナンバーから、
第５回ＣＪ水曜バルイベント後に豪華賞品が当たる抽選を実施します！

特典3

賞品提供／株式会社カネサ藤原屋 福島支店

参加店で「ふくしまの水」をもらおう！特典2

提供／福島市水道局
各店で、モンドセレクション金賞を受賞した「ふくしまの水」（500ml）ペットボトルがもらえる！
各参加店スタッフに尋ねてみて。※各店なくなり次第終了

当選ナンバー発表は
7月上旬にHP及びfacebookにて、

商品の発送は７月中旬頃を
予定しています。

先着1,000名！！


