区内共通商品券が当たる
まちバル×インスタグラム
投稿キャンペーン
世田谷区内の

まちバル

世田谷

世田谷のまち歩きを
もっと楽しく♪

まちバルとは？

「まち」と「バル」(スペイン語のBAR)を合成した言葉で、

で見つけた

飲食店を食べ歩き・飲み歩きするイベントのこと。

「美味しいもの」「すてきなお店」などを撮影して、
どんどん投稿しよう！

各まちバルごとに､抽選で2名様に区内共通商品券
2,000円相当をプレゼントします！
区内共通商品券が使えるお店はいっぱい♪
詳しくは下記のサイトからお近くのお店を
検索できます。
[区内共通商品券取扱店検索]

https://www.simplestream.biz/setagaya/def/shop̲list.php

キャンペーン
期間

2019年5月11日(土)
- 2020年3月2日(月)
応募方法

STEP

1

インスタグラムで公式アカウント@insetagayam
(インセタガヤム)をフォローする。
これでキャンペーンに参加！

STEP

2

3

ちょっと入りづらそう､でも入ってみたい

｢隠れた名店｣の宝庫世田谷だからこその魅力を

絶賛
配信中

存分にお楽しみください。

「世田谷ぷらっと｣でできる

５

身近な世田谷の魅力に出会える

2

あなたが見つけた世田谷をみんなでシェア

3

毎日届くトピックでお出かけのきっかけ探し

4

もらってうれしい『世田谷みやげ』をチェック

5

様々な散策コースで世田谷めぐり

まちバルに参加して､写真や動画を撮影する。

気になっていたけど

つのこと

1

入りづらかったお店

まちバル
特集号

Event Map

in Setagaya shopping street

手頃な金
額で
いろんな
お店
を回りた
い

に行ってみたい

そんなあなたに

2019

まちバルはぴったりのイベントです。
1枚で1ドリンク1フードを注文できるチケット
（5枚セット前売り、などが多い）を購入し、
参加店のなかから好きなお店を回ります。
お店を「はしご」するのが基本だから、
一日で何店も回ることが可能です。

ハッシュタグをつけて､インスタグラムで投稿する。
#insetagayam
#世田谷まちバル2019

こちらのハッシュタグを
つけて投稿してください。

応募締め切り後､厳正なる抽選の上､当選者を決定いたします。
当選された方には､ダイレクトメッセージでご連絡いたしますので､
公式アカウントを必ずフォローしていただきますようお願いいた
します｡当選通知受信後､ご連絡先､賞品お届け先等､必要事項を指
定の方法でご連絡ください｡7日以内にご連絡いただけない場合は
当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。
＊賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

＊お使いの端末のInstagramの通知設定(プッシュ通知)をオンに

世田谷まちバル･まちゼミ
応援隊とは？

Facebook観光情報発信中!!

当選発表

@setagayaplat

世田谷ぷらっと
(公財)世田谷区産業振興公社の世田谷まちなか観光

世田谷区商店街の振興を目的に､区内商店街が開催する
｢まちバル･まちゼミ｣などのイベントを支援する

check!

中小企業診断士(※注)の有志グループです。

https://www.facebook.com/setagayaplat/

して下さい。

＊投稿の非公開設定をONにされている方は､参加対象外となります
のでご注意下さい。

応募規約
応募規約は特設サイトからご確認ください。

check!

お店を
美味しい
い
け
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ら
Rか
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ド
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ー
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ダウ

世田谷区内のまちバルに参加して、写真を撮影。
STEP

実は､世田谷区内でどんどん広まっている注目のイベントです！

世田谷まちなか観光交流協会推薦
世田谷まち歩きアプリ

世田谷の観光情報サイト[エンジョイ! SETAGAYA]

「エンジョイ! SETAGAYA」

1

世田谷の多彩な魅力を繋いだ
「まち歩きコース」をご用意！
（今後も続々追加予定）

2

インスタグラムとの連携により、
ハッシュタグ「#insetagayam」を
付けて投稿された写真がホームページに！

https://www.kanko-setagaya.jp/

[ 公式 ] 世田谷まちなか観光

Insetagayam
(インセタガヤム)

イベントの様子を、
ハッシュタグ「#insetagayam」「#イベント名」をつけて
Instagram(インスタグラム)に投稿しよう！

イベント以外にも､世田谷区内で撮影された

「すてきなスポット｣｢おいしいモノ｣｢意外な発見」
などを紹介しています。

ぜひ､あなたが撮影した写真にハッシュタグ

｢＃insetagayam｣をつけて投稿してください!!

まちバル､
中!
全力サポート

世田谷の魅力を発信する観光情報サイト

3

多言語にも対応！
（英語､中国語繁体字･簡体字､ハングル）

4

各種観光パンフレットや
マップがダウンロードできる！

、
まずは ！
ス
アクセ

世田谷の観光情報サイト[エンジョイ! SETAGAYA]

https://www.kanko-setagaya.jp/
エンジョイ 世田谷

私たちにお任せください

田島
診断士
永井診断士

松原診断士

※中小企業診断士は､中小企業の経営課題に対応するための診
断･助言を行う専門家です｡法律上の国家資格として､｢中小企業
支援法｣第11条に基づき､経済産業大臣が登録します。

世田谷まちバル・まちゼミ応援隊

このリーフレットに関するお問い合わせは、下記までお願いします。
-----------------------------------------公益財団法人
世田谷区産業振興公社 観光課 まちなか観光係

［ 発

行 ］

世田谷まちなか観光交流協会
公益財団法人 世田谷区産業振興公社

[Tel]

03-3411-6715

[Fax]

03-3412-2340

[E-mail] kanko@setagaya-icl.or.jp
-----------------------------------------201904.10000

▲ 音声コードがついています▲
専用の装置やスマートフォン用アプリで読み取り､
音声が聞くことができます｡

1

下北沢

ばるばる下北沢 お肉とはしご酒 みんな呑み友
【日

2019

4

月

時】2019年4月25日(木)〜5月6日(月･祝)
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】下北沢のまちバル参加店(68店）
【内 容】2万人が参加した､下北沢のディープな酒場を
食べ呑み歩きをするはしご酒イベント!下北沢
の名店を誰でも気軽に開拓することができます｡
期間限定肉料理を食べ呑み歩きしながら､お気
に入りのお店を見つけましょう!
【問い合わせ】[HP] https://barbar.love-shimokitazawa.jp/
【チケット】公式サイト､または参加店より購入
【備 考】雨天決行
情 報
確認先

[HP] https://barbar.love-shimokitazawa.jp/

2

松陰神社前

松陰神社通り松栄会商店街 まちバル
【日

2019

5

時】2019年5月11日(土)15:00〜
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】松陰神社通り松栄会商店街振興組合
まちバル参加店(25店舗)
【内 容】美味しいお店が勢ぞろい
※写真は幕末維新祭り時
【問い合わせ】松陰神社通り松栄会商店街振興組合
TEL：03-3487-1641
【チケット】前売り券2,800円(700円券×4枚）
当日券3,200円(800円券×4枚）
【備 考】雨天決行

3

千歳烏山

月

第４回ちとからまちバル

2019

6

【日

時】2019年6月7日(金)16:00〜26:00
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】千歳烏山駅周辺商店街(約45店舗)
【内 容】千歳烏山を飲んで食べてまち歩き
【問い合わせ】ちとからまちバル実行委員会
FAX：050-3730-2029
【チケット】チケット5枚つづり：前売り￥3,500
当日￥4,000 当日バラ売り￥800有
【備 考】雨天決行
情 報
確認先

ホームページ

5

[HP] http://chitokara-machibar.com/
[Twitter] @chitokara̲mbar
[Instagram] chitokara̲mbar
三軒茶屋

ホームページ

第２回中里プチまちバル

2019

7

【日

4

桜新町

月

【日

情 報
確認先

ホームページ

6

下北沢

ばるばる下北沢〜はしご酒でみんな呑み友〜
【日

用

賀

情 報
確認先

第５回用賀よりみちバル

2019

９

時】2019年9月1日(日)〜14日(土)
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】用賀商店街 まちバル参加店
【内 容】店の雰囲気を知りたい､美味しいお店に入りたい､
いろんな店を回りたい､さあ､｢はしご酒｣で､
ジモトのお店を回りましょう。
【問い合わせ】用賀商店街振興組合事務局
TEL：03-3700-1337
【チケット】用賀商店街振興組合事務局及び各参加店舗
TEL：03-3700-1337
【備 考】雨天決行
情 報
確認先

9

用賀商店街振興組合事務局及び各参加店舗
TEL：03-3700-1337
芦花公園

2019

10

8

喜多見

11

[HP] http://www.rokakoen.tokyo/
[Facebook] https://www.facebook.com/taberokanomiroka/
千歳船橋

情 報
確認先

10

[HP] http://kitaminavi.com/
[Facebook] https://www.facebook.com/
喜多見商店街振興組合-1388187568173110/
八幡山

【日

【日

情 報
確認先

2020

2

※掲載内容は、2019年4月16日時点の情報です。
今後､変更･中止となる場合もありますので､あらかじめご了承ください｡
詳細は各イベント主催者にお問い合わせください。
※スマートフォンや携帯電話などでＱＲコードを読むと各商店街ホームページ等がご覧になれます｡

情 報
確認先

[HP] http://chitofunamachibr.ikidane.com/
[Facebook] https://www.facebook.com/chitofunamachibar/

2019

11

月

[HP] http://hachimanyama.or.jp/index.html
ホームページ

12

月

ホームページ

ホームページ

時】2019年11月15日(金)17:00〜26:00
(店舗によって異なります）
【会 場】京王線八幡山駅付近商店街 まちバル参加店
【内 容】今年も自慢の料理と美味しいお酒でお楽しみ
くださいませ
【問い合わせ】八幡山ちょい飲み＆つまみ食い実行委員会
TEL：03-5317-4880
【チケット】ホームページをごらんください
[HP] http://hachimanyama.or.jp/index.html
【備 考】雨天決行

時】2020年2月予定
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】千歳船橋駅周辺まちバル参加店
【内 容】リーズナブルにちと飲み食べふなしてみよう!
【問い合わせ】[Mail] chitofuna.machibar@gmail.com
【チケット】[HP] http://chitofunamachibr.ikidane.com/
【備 考】雨天決行

▲ 音声コードがついています▲
専用の装置やスマートフォン用アプリで読み取り､
音声が聞くことができます｡

第６回ちょい飲み＆つまみ食い

ホームページ

第４回ちとふな街バル ｢ちと飲み食べふな」

2019

９

月
時】2019年9月予定
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】喜多見商店街振興組合内飲食店
【内 容】喜び！多く！見えるまち！
【チケット】チケット5枚つづり：前売り￥3,500
当日￥4,000 当日バラ売り￥800有
6月中旬より､ホームページ､参加店にて
前売り販売予定
【備 考】雨天決行

時】 2019年10月4日(金)17:00〜23:00
(参加店によっては多少の変更があります｡各店とも売り
切れ次第終了となります｡)
【会 場】 芦花公園商店街内飲食店 まちバル参加店
【内 容】 古くて新しい芦花公園｡文学館とのコラボ企画など､
一味違ったバルをお楽しみください♬
【問い合わせ】 [HP] http://www.rokakoen.tokyo/
【チケット】 チケット5枚つづり：前売り￥3,500 / 当日￥4,000
当日バラ売り￥800有 おみやげ販売､後バルもあります｡
芦花公園商店街振興組合HP｢みんなの芦花公園｣
(http://www.rokakoen.tokyo/)から
メールにて前売券予約申し込み
【備 考】 雨天決行
情 報
確認先

第５回喜多見バル

【日

月

【日

月

ホームページ

ホームページ

第４回食べロカ飲みロカ(芦花公園街バル)

8

[HP] https://barbar.love-shimokitazawa.jp/

月

【日

2019

時】2019年8月､12月､2020年2月予定
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】下北沢のまちバル参加店(約70店）
【内 容】美味しいお店を開拓したい､呑み友がほしい､
行きつけを見つけたい人にうってつけのイベ
ントです｡
【問い合わせ】[HP] https://barbar.love-shimokitazawa.jp/
【チケット】公式サイト､または参加店より購入
【備 考】雨天決行

ホームページ

7

月

[HP] http://www.sakurashinmachi.net/default.asp

月

[HP] http://home.d05.itscom.net/machi/proﬁle1.html

2019

７

時】2019年7月11日(木)
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】桜新町商店街内飲食店 まちバル参加店
【内 容】美味しいお店が勢ぞろい
【問い合わせ】桜新町商店街振興組合
TEL：03-3702-7850
【チケット】後日ホームページにてご案内
【備 考】雨天決行

時】7月1日(月)〜7月31日(水)の1か月間を予定
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】中里通り商店街 まちバル参加店
【内 容】中里通り商店街全体が一つの｢バル｣(食堂と
バーが一緒になったようなお店)になります｡
【問い合わせ】岡村金物店 03-3422-5325
【チケット】チケット販売店舗で１枚800円にて販売します。
(チケット１枚が1,000円の金券として使用
できます）
【備 考】雨天決行
情 報
確認先

第２回サザエさんの街桜新町まちバル

等々力

第５回おどろきとどろき街バル
【日

2020

2

月

時】2020年2月ごろ予定
参加店舗によって営業時間が異なります。
【会 場】等々力渓谷商店街街バル参加店
【内 容】店主自慢の一品をリーズナブルな価格でご用
意し､お待ちしております｡ぜひ等々力名店の
｢味｣をこの機会にご堪能ください｡
【問い合わせ】[HP] http://www.todoroki.net/
【チケット】[HP] http://www.todoroki.net/より
アクセスして予約または参加店より
直接購入
【備 考】雨天決行
情 報
確認先

[HP] http://www.todoroki.net/

ホームページ

