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チケット半券 で お得 な サービス！
チケットの半券 を

協力店へお持ちいただくと

1

ドリンク

サービス

※ご来店時に最初に半券をスタッフにお渡し下さい
※半券は返却できません

●１ドリンクのみでのご利用はご遠慮下さい。 ●別途チャージ料金は発生します。
●混雑時は入店をお断りする場合があります。 ●未成年の方は入店できないお店があります。
●ドリンクの種類は各店舗ごとで限定させていただきます。
●定休日、営業時間等変更している場合がありますのでご確認ください。

チ ケット 半 券 サ ー ビ ス 協 力 店
居酒屋
店舗名

場所

定休日

営業時間

088-884-3553

日

18:00〜23:00

活・いけす料理 居酒屋 まことや 廿代町6-8 ホワイト館１F２F

088-871-2233

月

17:00〜0:00

居酒屋

はりまや町3-1-6 浜松第5ビルB1F

088-872-0488

日

17:30〜23:00

はりまや町2-6-2

088-884-1306

月

17:00〜22:00

088-883-0528

日

覚家

電話番号

南はりまや町2-1-29

うさぎ家

居酒屋 かつき

居酒屋 中洲 ANYWAY三丁目の夕日 はりまや町1-8-1

西側

088-871-5850

〈月〜木〉
17:00〜23:00
〈金・土〉
18:00〜 0:00

日・月・火 18:00〜23:00

居酒屋本舗カーブ

追手筋1-8-19

いつものところ 十刻

廿代町4-6

088-825-1136

不定休

追手筋宴舞堂

追手筋1-3-4

088-823-2888

無

おぐらや

帯屋町1-14-21 六本木ビル１F東

080-6392-4002

日

18:00〜23:00

Kataomoi

はりまや町1-4-3

088-882-5679

無

17:30〜22:30

088-882-5679

無

17:30〜22:30

Kataomoi

はなれ

水輪

上森ビル西

はりまや町1-4-3

２F

17:30〜0:00
〈日〜金〉
17:00〜1:00
〈 土 〉17:00〜3:00

Kataomoi 別館 個室居酒屋 月輪

帯屋町1-2-3

088-875-8707

無

17:30〜0:00

我流ダイニング

追手筋1-8-13 55番街

088-825-3525

月

18:00〜1:00

魚卓〜ぎょたく〜

はりまや町2-7-6 はりまや集合酒場3

088-855-8085

日

17:00〜0:00

喰多朗

廿代町6-27

088-824-2811

無

17:30〜2:00

案山子

高知店

軽食酒場

鳥あえず

帯屋町1-14-33 アベニュービルⅡ 090-2070-4878

（金・土は3:00まで）

不定休

11:00〜3:00

088-823-2560

日

祝日前は営業 翌日休み

18:00〜0:00

個室×藁焼きdining ゆらゆら はりまや町1-3-10 ２F

088-802-8888

無

17:00〜0:00

酒國

帯屋町1-13-17

088-855-3557

無

12:00〜14:00
16:00〜22:30

廿代町5-106

088-873-0450

火

18:00〜23:30

個室居酒屋 S I K I

はりまや町2-1-22 村上ビル２F

長宗我部

四十五圓

（LO 23:00）

旬彩

卓

本店

追手筋1-8-10 湖月ビル１F西

088-871-5710

月

17:00〜0:00

旬彩

卓

別卓

帯屋町1-3-6 川窪ビル１F

088-872-1551

日

17:00〜0:00

はりまや町1-3-10

088-802-7607

月・木

17:00〜22:00

帯屋町2-2-16

088-855-8022

無

16:00〜0:00

はりまや町2-1-1

088-822-0640

水

17:30〜22:00

廿代町7-27 クリオコートビル１F

088-872-7702

廿代町5-1

088-823-0113

月

帯屋町1-2-1 アスター121ビル１F

088-824-1255

日

18:00〜

廿代町4-5

088-879-3737

日

17:30〜23:30

088-879-3737

日

17:30〜23:30

088-879-9666

日

大衆炭火酒場
大衆鳥料理

くろいわ

鳥ボーン

大衆ホルモン酒場

炭丸

宙家
土佐市場寿し
南欧バル

アミスタ

飲み食い処
焼肉

魚屋

藤のや

藤のや

廿代町4-5

藤のや2階

日・第2月曜 18:00〜0:00
〈火〜土〉17:00〜 2:00
〈 日 〉
17:00〜23:30

〈月〜木〉11:00〜23:00
〈金・土〉11:00〜 0:00

〜ハイボールとカラアゲの美味しい店〜ハイカラ

はりまや町1-8-1

花まぐろ

追手筋1-5-13 ブライトパークホテル２F

0120-155-867

日

17:00〜22:00

はりまや横丁

はりまや町2-3-7 おおいビル１F

088-821-9775

月

17:00〜0:00

美な酔庵

廿代町4-16

088-824-1645

無

17:30〜0:00

二十一亭

廿代町7-27

088-821-2108

水

18:00〜0:00

満兵衛丸

追手筋1-8-18 松岡ビル１F

088-873-5007

月

17:00〜23:00

室戸屋ジロー

帯屋町1-13-24

088-855-5588

火

17:00〜23:00

長楽

東側

祝祭日の際は翌日に変更

祝祭日の際は翌日に変更

〈日〜金〉
17：00〜23：00
〈土・祝日前〉
17:00〜0:00

村の集会所

廿代町８-１６

088-825-3835

不定休

焼き家

はりまや町3-2-12 橋本ビル１F

088-855-8984

日

酔夜

廿代町1-20

088-822-1418

日

18:00〜0:00

話飲喰間 240

追手筋1-10-10 Y'sビル１F

088-872-5044

不定休

18:00〜0:00

帯屋町1-12-3

088-855-5715

無

15:00〜23:00

不定休

20:00〜4:00

不定休

20:00〜3:00

ひとと

わら焼きダイニング

稲屋

祝日前は営業 翌日休み

17:00〜0:00
（LO 23:00）

（LO 23:00）

バー
追手筋1-10-2 アミューズメントリンクビル４Ｆ 088-873-5677

VICTORIA LAND

音ボロ酒BAR ROCKER ROOM 廿代町7-1

上野ビル２F東

080-4036-1966

cafe&bar シェルター

帯屋町1-14-15 1F

088-872-1415

水

17:00〜4:00

KITCHEN&BAR

帯屋町1-4-7

090-5710-6491

日

20：00〜1：00

Caro

久家ビル５F

Cuisin

帯屋町1-9-25 タウンビルⅡ ５F

080-2978-7164

日

20:00〜３:00

GLAM PEAK

追手筋1-7-9 第20すずきビル2F南

050-1025-5505

水

21:00〜2:00

Sally's★Bar

追手筋1-10-3 アーベイン追手筋ビル２F

088-871-0109

月

20:00〜1:00

ちゃまんばー

廿代町3-12

080-4030-3580

日

20:00〜2:00

9（ナイン）

追手筋1-8-5 プランタンビル４F

088-822-3899

無

21:00〜3:00

BAR DRUNK

はりまや町3-1-6 浜松ビル５ ４F

090-7145-5427

月

21:00〜

ひの土

廿代町17-20

088-872-5655

不定休

20:30〜不定

Food BAR Kakashi

追手筋1-8-13 55番街

088-825-3525

月

20:00〜3:00

midnigt cafe LUSH

追手筋1-4-10 ロードビル１F

080-4038-1415

水

20:30〜3:00

MILK BAR

追手筋1-8-21 プランタンⅢ２F

088-823-7971

不定休

20:30〜1:30
（LO 1:30）

柳町BASE

帯屋町14-20 ST柳町１F

070-1910-1187

無

19:00〜2:00

Lynx

追手筋1-10-2 アミューズメントリンクビル2F

088-875-2876

月

21:00〜4:00

日

20:30〜

１F

ス ナ ック
スナック
Magnolia

こぶたや

追手筋1-6-6 ２Ｆ

088-822-1877

帯屋町1-4-3 ABCビル２F

080-4034-3096 日・不定休 20:00〜2:00

