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宇都宮カクテル倶楽部
宇都宮観光コンベンション協会

宇都宮カクテル倶楽部賛助会員（２０１9 年 3月現在 37 社）

宇都宮カクテル倶楽部とは？

ようこそ、宇都宮カクテル倶楽部へ。あなたは実にラッキーな方です。

わが倶楽部には、素晴らしい雰囲気のバーと優秀なバーテンダーが揃っています。

なにより、グラスのなかの芸術・カクテルの魅力に

とりつかれてしまった人たちの、 熱くてクールなハートがあります。

カクテルという禁断の果実を口にしてしまった人はすべて、

宇都宮カクテル倶楽部の会員といえるでしょう。

さあ、あなたも、宇都宮カクテル倶楽部のドアを開けてください。

宇都宮カクテル倶楽部会則

わが倶楽部では、カクテルをどなたにも楽しんでいただくためのルールがあります。

かたくるしいものではなく、いたって簡単。

１．カクテルに、ちょっとでも興味があること。

２．カクテルを、もしかしたら好きになってしまいそうなこと。

３．カクテルの、ひとつひとつのストーリーを楽しむこと。

４．カクテルで、こころもからだも酔ってしまうこと。

５．カクテルで、幸せな気分になったら、まわりの人たちに分けてあげること。

６．カクテルで、酔いすぎないこと。

これであなたも、宇都宮カクテル倶楽部の会員です。

どうぞ、宇都宮の夜をカクテルとともにお楽しみください。

株式会社 アールイープロダクト 
アサヒビール 株式会社
アサヒ飲料 株式会社
岩下食品 株式会社 
協同組合 宇都宮餃子会
宇都宮酒造 株式会社
宇都宮東武ホテルグランデ 
MHDモエヘネシーディアジオ 株式会社
関東自動車 株式会社 
株式会社 きくや酒店
キユーピー 株式会社 
キリンビール 株式会社
国分関信越 株式会社 
サッポロビール 株式会社
サントリー酒類 株式会社
三和酒類 株式会社
有限会社 嶋田屋 
株式会社 泰平 
宝酒造 株式会社

有限会社 東武
日仏貿易 株式会社 
日本酒類販売 株式会社
バカルディジャパン 株式会社
株式会社HAYAP 
BMC 
フィリップ モリス ジャパン合同会社
フタバ食品 株式会社 
有限会社 ふるさと 
ペルノリカールジャパン 株式会社
ホテルアールメッツ宇都宮 
ホテルニューイタヤ 
株式会社 村上酒店
株式会社 山仁
株式会社 ユニオンフード 
株式会社  ヨークベニマル 針ヶ谷店 
株式会社 横倉本店
リードオフジャパン 株式会社 

鮮やかな赤、ととのった大粒、そしてバランスの
よい食味が自慢の「とちおとめ」。
 「とちおとめカクテル」は宇都宮カクテル倶楽部
とJA全農とちぎ、キリ ンビール㈱栃木支社
とのコラボレーションにより誕生しました。

栃木県を代表する果物「とちおとめ」

飲酒運転は法律で禁止されています。

妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響

を与える恐れがあります。飲酒は２０歳を過ぎてから。

「STOP！未成年者飲酒」
シンボルマーク

お問い合わせ
宇都宮観光コンベンション協会
TEL (028)632-2445
宇都宮カクテル倶楽部加盟店
http://www.ucclub.net/

「とちおとめ」をカクテルとして楽しむ

宇都宮カクテル倶楽部×とちおとめ
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2019-2020 年版
HARU パイプのけむり　田代  晴美 氏
夢酒ＯＧＡＷＡパイプのけむり 小川信行 作

◀ベリーウェル（右）
ジョニーウォーカー レッドラベル　30ml
アマレット　10ml
レモンジュース　５ml
ストロベリーシロップ　5ml
とちおとめ（マッシュ）　２粒
「大人の琥珀」（ポッキー）
◀おとなめマリアージュ（左）
白ワイン　　90ml
コアントロー　10ml
オレンジジュー　30ml
グレナデンシロップ　10ml
とちおとめ　２粒
「乙女のルビー」（ポッキー）

2019年

おとなめマリアージュ

ベリーウェル

2018年

アフタヌーンベリー

ナイトベリー

2017年

ベリーキュート

ベリーボニータ

2016年

ベリーアモーレ
ストロベリー
バレット

ストロベリーバレット（右）▶
とちおとめ　　   　2 個スマッシュ
スミノフウォッカ　　　　　 20ml
デカイパーバタースコッチ 　10ml
モナンフレーズ              　  5ml
レモンジュース　　 　　　　5ml

ベリーアモーレ ※ノンアルコール（左）▶
とちおとめ　　　　２個スマッシュ
ビタミーナ　　　　　　　90ml
モナン エルダーフラワー      15ml
モナン フレーズ 　　　　　 10ml
レモンジュース　　　　　　 5ml

ナイトベリー（右）▶
アプリコットリキュール 　　 30ml
ゴードンジン 43 度  　　　10ml
レモンジュース    　　　　 10ml
フレーズシロップ　　 　　   5ml
とちおとめ中粒 　  　　　　 3 粒

（そのうち2個はすりおろし)
アフタヌーンベリー ※ノンアルコール（左）▶

午後の紅茶ミルクティー　  80ml
アマレットシロップ              10ml
フレーズシロップ              10ml
生クリーム      　               5ml
牛  乳      　　　            10ml
とちおとめ中粒 　　           ３粒
（そのうち2個はすりおろし)

◀ベリーボニータ（右）
テキーラ（トレスマゲイヤスレポサド）　30ml 
貴妃（カイフェ）ライチ　　5ml 
パイナップルジュース　　20ml 
ライムジュース　　5ml 
とちおとめ中粒　　４個 

◀ベリーキュート ※ノンアルコール（左）
キリンソルティライチ　　30ml 
ピーチネクター　　30ml 
レモンジュース　　5ml 
アーモンドシロップ  5ml 
とちおとめ中粒　　４個



宇都宮市泉町 2-21 英鎮ビル１F 　TEL:028-624-5675　　20:00～1:00　日・祝休

「時の過ぎゆくままに・・・」 
ゆったりとした大人の時間を
おくつろぎください。

アズ・タイム・ゴーズ・バイ ���������������

おすすめ
アズトニック　￥1,000

1

座席数 15席　予算￥4,000～

宇都宮市江野町 6-6 井上ビル 4Ｆ 　TEL:028-678-3942　　18:00～2:00　日休（月祝の場合営業）

店内はイギリスのパブがモチーフに
なっております。
「お客様の笑顔は私の活力です」
YOUR  SMILE  IS  MY  ENERGY

パイプのけむりAOKI �������������������

おすすめ
サクレ・ラ・モンテ　￥1,000

5

座席数 15席　予算￥3,000～

宇都宮市泉町 2-19 　TEL:028-621-9281　　18:00～2:00　日休（月祝の場合営業）

40 年続く、パイプのけむり発祥の店。
宇都宮オーセンティックバーの草分け
的なお店です。

夢酒OGAWA　パイプのけむり ���������������������������

おすすめ
フローラ・オブ・ゴールド　　￥1,000

2

座席数 26席　予算￥3,000～

宇都宮市泉町 2-15 大草ビル 1F 　TEL:028-643-4134　　19:00～24:00　日休

宇都宮で一番小さなお店、また年齢も
一番。そしてカクテル全国大会で一番
の「日本一」。落ち着いた雰囲気で本
格派のカクテルバーです。

カクテルバー　タナカ �����������������

おすすめ
レディビートル　　￥800

3

座席数 7席　予算￥2,600～

宇都宮市本町 6-9 薄井ビル 2F　TEL:028-666-4850　　20:00～4:00　第２・４日休

繁華街の隠れ家的なBARです。
ゆっくりとオトナ時間を楽しんで頂けた
ら幸いです…
NO  cocktail  NO  life‼

バー　カーン ��������

おすすめ
カサブランカ 　　￥1,000

8

座席数 13席　予算￥3,000～

宇都宮市本町 4-1 　TEL:028-622-8577　　19:00～4:00　日休

大谷石を使用したカジュアルな空間。
カウンターに浮かび上がるカクテルを
お楽しみください。 

ヒーローズ �����


おすすめ
ブラッディマリー 　　￥900

9

座席数 10 席　予算￥2,000～

宇都宮市東宿郷 4-4-6  FF ビル 1F 　TEL:028-633-8264　　11:30～14:20/18:00～1:00　日休

皆様のご支援により開店 36 周年を迎
えることができました。
JAZZの生演奏をお楽しみください。
駅から徒歩７分。

フリー・フライト 	����	�����

おすすめ
アールグレイクーラー　　￥700

31

座席数 50 席　予算￥2,500～

宇都宮市東宿郷 5-7-8 　TEL:028-639-0286　18:00～2:00（月水木）～3:00（金土）~1:00（日祝）　火休

200 種類以上のドリンク、旬の素材を
使ったオリジナル料理。
ジャズの生演奏を BGM に、おいしい
お酒や料理を楽しめます。

インダルス・ドリーム �����
������

おすすめ
ネプチューン　　￥700

32

座席数 50 席　予算￥3,500～

宇都宮市馬場通り3-1-21馬上ビルB1F 　TEL:028-636-8695　　20:00～3:00/20:00～1:00（祝）　日休

熱帯魚が泳ぎ、時が緩りと流れる
BLUE の空間で、楽しい夜をお過ご
し下さい。毎週火曜・金曜は JAZZ
生演奏をお届けしています。

コーラル・ラウンジ・リムジン ���������������������

おすすめ
シーライン　￥1,000

25

座席数40 席　予算￥4,000～

宇都宮市中央 5-2-3 　TEL:028-637-7770　　20:00～4:00　月休 (月祝の場合営業、翌火休）

２階はソファー席、１階はカウンター。
アンティーク家具が落ち着いた雰囲気
を醸し出す釜川沿いの一軒家です。

ジュース ����

おすすめ
フレッシュ ブラッディシーザー　　￥1,000

26

座席数 20 席　予算￥2,000～

宇都宮市駅前通り3-8-3 　TEL:028-636-5188　　18:00～1:00　日・祝休

JR 宇都宮駅から徒歩２分、駅から一
番近いバー。カクテル、ワイン、葉
巻が楽しめます。グラスは全てバカラ。
クリスタルガラスとお酒の共演をお楽
しみください。

バー アルクール �����������

おすすめ
クロンダイクハイボール　￥1,240

29

座席数 25席　予算￥3,100～

宇都宮市曲師町 2-14 マルヨシビル2F　TEL:028-632-0615　　20:00～4:00　不定休

オリオン通りに輝くネオンが目印。
アメリカンでポップなバー。100 種類
以上のバーボンとカクテルをお楽しみ
ください。

バー・マロン ���������

おすすめ
ハートオブパーム　　￥900

22

座席数 22 席　予算￥2,500～

宇都宮市中央本町 1-4 マルヨシビル 2F 　TEL:028-632-6669　20:00～4:00　第 1・3月休

釜川を見下ろすカウンター 10 席の静
かなバー。シングルモルト、バーボン、
カクテルを片手に、くつろぎの時間を
お楽しみください。

バー・フェイク ����	���

おすすめ
レイニー　　￥800

23

座席数 10 席　予算￥3,000～

宇都宮市中央 5-13-1 　TEL:028-634-3466　　18:00～2:00　無休

気の向くまま、風の吹くままにお楽し
みください。
カウンター７席、ソファ席３卓。息抜
きはぜひ、「Ease Up」で・・・。

イーズアップ �������

おすすめ
モヒート　　￥800

28

座席数 22 席　予算￥3,000～

宇都宮市上大曽町492-1ホテル東日本宇都宮10F 　TEL:028-643-5555（代表）・5580（直通）　18:00～24:00　無休

ホテル東日本宇都宮の最上階にある
英国風バー・ビッグベン。
このバーで八幡山を一望しながら素敵
な夜を過ごしませんか？

ホテル東日本宇都宮　英国調バー・ビッグベン �����������������������������������������

おすすめ
夕焼け　　￥945

30

座席数40 席　予算￥3,000～

宇都宮市馬場通り3-1-21 馬上ビル 3F 　TEL:028-633-4477　　17:00～24:00　日休

リーズナブルなお値段で満喫していた
だけるワンランク上のワインバーです。
お客様の特別なお時間を心をこめて
演出いたします。

ワインダイニング　ル・プラン ��������������������

おすすめ
チェリー・ボム　￥1,000

24

座席数41席　予算￥3,000～

宇都宮市二荒町5-18ロイヤルマンションA1F 　TEL:028-635-8676　19:30～2:30（月・水～土）～1:00（日祝）　火・第３日休

皆様が、ゆったりとグラスを傾けなが
ら、大切な方と、おくつろぎいただく
にふさわしい時間が流れる空間を演出
いたします。

ヴァルズ・バー ���� �����

おすすめ
モスコミュール (オフィシャル )　￥1,080

27

座席数 12 席　予算￥3,500～

宇都宮市江野町 7-2　トキタヤビル２F　TEL:028-666-6838　　18:00～3:00　日休

大人の寄り道が出来る、親しみがある
場所。

バー・クラック �������

おすすめ
ジン・リッキー　　￥800

6

座席数 24 席　予算￥3,000～

10 宇都宮市本町4-1 マホロバビルC館１F 　TEL:028-627-6891　　19:00～3:00（平日） ～1:00（祝日）　日休

世代を問わずにお楽しみいただける空
間、グラスを片手に生演奏もご堪能い
ただけます。
ゆったりと流れる一時をお過ごし下さ
い。

��������������������

おすすめ
ダイキリ　　￥800

座席数 25 席　予算￥3,000～

パイプのけむり武井

宇都宮市本町7-7 ベルグランデ1-B 　TEL:028-627-5411　　19:00～2:00　日休 （月祝の場合営業 ）

和と洋を取り入れた店内。
木のぬくもりを感じながら落ち着いた
雰囲気の中、２つのカンターをお楽
しみください。

HARUパイプのけむり �������������������

おすすめ
シャイニーブロッサム　　￥1,000

7

座席数 25席　予算￥3,500～

宇都宮市池上町 2-1プラチナビル 5Ｆ 　TEL:028-635-9281　　18:00～3:00　無休

40 年間の信頼、40年間のぬくもり、
40年続くお客様との歴史。
今までも、そしてこれからも
喜ばれることを喜びとするお店です。

パイプのけむり池上町本店 �������������������������������

おすすめ
セクシーモンロー              ￥1,000

12

座席数 80 席　予算￥3,500～

宇都宮市本町 4-18  ネオスクエアビル 2F 　TEL:028-624-9922　　18:00～1:00　日・祝休

女性バーテンダーならではの気配り
で、店内は穏やかな時間が流れてい
ます。
本格派はもちろん、女性だけでも安
心して楽しめます。

�����������

おすすめ
カイピリーニャ　　￥900

11

座席数 25席　予算￥4,000～

バー・バンビーナ

宇都宮市江野町 6-4　いさみビル B1F 　TEL:028-678-2799　　19:00～4:00　火休

東武宇都宮駅前「馬車道通り」の地
下にある隠れ家的バー。
穏やかな雰囲気の居心地の良い空間
です。

バー・ジョージ ����������

おすすめ
コスモポリタン　　￥1,000

4

座席数 15 席　予算￥3,000～

宇都宮市江野町 10-2オリオン通り　TEL:028-636-8760　　19:00～2:00　不定休

カクテル世界大会日本代表経験を持
つバーテンダーのお店。
旬のフルーツを使用したカクテルや珍
しいウイスキーをお楽しみください。

バー・シャモニー �����������

おすすめ
クリスタル・ブルー　￥1,200

18

座席数 30 席　予算￥3,500～

宇都宮市江野町2-6高橋ビル3F 　TEL:028-638-6724　19:00～2:00（日・火～木）　19:00～4:00（金・土）　月休

プライベートでもグループでもすべて
のシチュエーションで楽しめる、本格
派のバー。
カラオケも無料で楽しめます。

カラオケ・バー　ムー ���������������

おすすめ
マスカット レディ　　￥900

14

座席数42 席　予算￥3,000～

宇都宮市池上町1-1 中央ビル1Ｆ 　TEL:028-638-6750　平日17:00～1:00　金・土・祝前日～3:00  日・祝 16:00～0:00　無休

本場アイルランドの雰囲気漂う店内
は、外国のお客様のご利用も多く異国
に来たような感覚が魅力のお店です。

ライオンズ・ヘッド 池上町 ����� �����������������

おすすめ
ラスティネイル　￥820

16

座席数 52 席　予算￥2,000～

おすすめ
ラッフルズ・スリング　　￥1,050

宇都宮市曲師町 1-5 　TEL:028-633-6300　　18:00～1:00 　不定休

ミクソロジーカクテルやアブサンなど、
海外のトレンドが楽しめます。ご要望
に応じてカクテルのショーもご覧にな
れます。

ザ・フレアバー ����	��������20

座席数 36 席　予算￥3,000～

宇都宮市江野町 2-6 高橋ビル 2F 　TEL:028-637-8011　　17:00～1:00　月休

オーセンティックでいてカジュアルな雰
囲気。お客様を楽しませる斬新なアイ
デア。「店の主役はゲストである」とい
う当たり前の事実を実感してください。

バー・ヤマノイ �����������

おすすめ
カプリース・エンジェル(気まぐれ天使 )　  ￥1,200

15

座席数 25 席　予算￥3,000～

宇都宮市中央 1-3-8 　TEL:028-639-5599　　18:30～2:30　月休

フレッシュなフルーツを使ったカクテル
を是非楽しんでください。ワインやフー
ドメニューも豊富に取り揃えておりま
す。定期的に色々なライブも開催！音
楽とカクテルをお楽しみください！

ルシファー ���	��

おすすめ
旬のフルーツを使ったカクテル　￥900~

21

座席数 50 席　予算￥2,500～

宇都宮市池上町1-3蒲生ビル2F 　TEL:028-636-4644　18:00～4:00（月～土）　～1:00（日・祝）　不定休

1966 年創業。400 本以上のウィス
キーやカクテルと共に、オーセンティッ
クバーを追求。常連さんも一見さんも
楽しく過ごせる老舗です。

ダイニングバー　スカット ������������������

おすすめ
ミニョン　￥1,000

17

座席数 56席　予算￥3,000～

宇都宮市塙田 2-2-12 　TEL:028-625-5655　　18:00～3:00　日休

県庁の近くに有る隠れ家的なバー。1
人で訪れる女性も多く、落ち着ける空
間です。2 階に２０名のパーティー
ルームもございます。

おすすめ
オリエンタルムード　　￥900

19

座席数40 席　予算￥3,000～

バー　パークアベニュー
※営業日・営業時間が変更になる場合がございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

※表示代金は2019年3月現在のものです。

※表示代金に消費税が含まれない場合がございます。

�����������������

宇都宮市江野町 2-11 宮カフェ2F 　TEL:028-666-8785　　11:00～23:00　無休

宇都宮市がプロデュースする、宮カフェ
２階のダイニングバー。地産地消にこ
だわり、おいしい料理とカクテルがお
楽しみ頂けます。

ヒルズカフェ ��������	�

おすすめ
グラスホッパー　　￥630

13

座席数 70 席　予算￥2,000～


