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注
意
事
項

● 前日からの場所取りはできません。
● 会場内は禁煙です。指定の喫煙所でお願いします。
● 会場内は自転車・自動車の進入禁止です。 駐車場はありません。
● ペットのご入場はご遠慮ください。
● ラジコン飛行機、ドローン等の操作・撮影は禁止です。
● 虫除けスプレーなどを用意して、虫さされにご注意してください。

　 退場規制に
ご協力ください。

●事故防止のため、花火終了時の退場規制を行います。エリアによって約15分
程の時間差退場をお願する場合がございます。係員の指示をお待ちください。
●有料席（赤水門エリア・青水門エリア）のお客様は、「新志茂橋」からのご退場を
お願いします。皆さまのご協力をお願い致します。

自転車規制
● 岩淵橋、新荒川大橋からの乗入れ
● 環七方面（青水門）への通り抜け

15：30まで可
15：30以降、会場内全面
通行禁止となります。

新志茂橋の通行規制

▶11:00～20:30
自転車 乗入れ禁止（関係者除く）

▶終日
車輌 乗入れ禁止（許可車輌除く）

▶15:30～19:30
歩行者 通行禁止（関係者除く）

住民、搬入・関係者、許可車輌
以外、車は一日中通行禁止。

住民、搬入・関係者、許可証保
持者以外、自転車も通行禁止。
指定駐輪場をご利用ください。

住民、搬入・関係者以外、一般
歩行者も通行禁止です。有料
席チケット所持者のみ通行可。

▶17:30～20:30
堤防沿い道路、車輌通行止め交通規制

●河川敷道路（緊急車輌通路）立入禁止
●ゴルフ場（私有地）侵入禁止

新岩淵水門（青水門）は通り抜け
できません。
迂回にご協力ください。

▶15:30～20:30

青水門の通行規制

▶15:30～19:30
緊急避難通路 確保
会場内の天端は緊急避難通路（救急車等を通す道路）として
通行できなくなります。安全のため、ご協力お願いします。
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2016荒川河川敷・岩淵水門周辺
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J:COMチャンネルで生放送！
放送時間（予定）

18：20～19：30
●東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」「志茂駅」徒歩約20分  ●JR「赤羽駅」東口より徒歩約25分
※当日は大変な混雑が予想されます。お早めのご来場をお願いします。

１８：4０～１９：３０１８：4０～１９：３０
花火打上7777発花火打上7777発

18：30～
オープニングセレモニー

18：30～
オープニングセレモニー

　  仮設トイレ
●会場内トイレの場所は下のMapの通りです。
たいへん混雑しますので、トイレは早めに
済ませましょう。

●アルコールや飲物の飲み過ぎに気を付け、
マナーを守りましょう。

　  ゴミ箱
●荒川河川敷の環境保全のため、ゴミの分別、
ゴミのお持ち帰りにご協力ください。
●お帰りの際、近隣のコンビニ、自動販売機、
マンションのゴミ置き場などにゴミを捨てる
のは絶対におやめ下さい。

　  喫煙所
●会場内喫煙所は下のMapの通りです。危険
防止と受動喫煙防止のため、指定の場所以
外は全面禁煙です。ご協力をお願いします。

　 ゴミステーション
●ゴミ箱のゴミ袋が一杯になったら、その都度
スタッフが集積する場所です。ここにゴミ
を捨てることはできません。

2016

出店ブースにてたくさんの
食べ物・飲み物の出店があります。

商店街秋まつりエリア

18:00～19:30 物販一時販売停止

午前11:00～時間

●小さいお子様から目を離さないよう
お願いします。

●迷子がいましたら、お連れください。

●落とし物には十分気を付けましょう。
●落とし物を見つけましたら、
お届けください。

●気分が悪い、ケガをした等の場合は、
第２本部の救護所まで
お越し下さい。
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第2本部

AED

受 付
●赤水門エリア席
　トワイライト
　ムーンライトペア
　ファンゾーン

●赤水門エリア席
　トワイライト
　ムーンライトペア
　ファンゾーン

16:30開場

受 付
●青水門エリア席
●来賓・招待・報道
●エキサイティングシート
●カメラマンシート 

●青水門エリア席
●来賓・招待・報道
●エキサイティングシート
●カメラマンシート 

16:30開場

北区花火会ホームページにて、
生中継をネット配信する
予定です。

北区花火会ホームページにて、
生中継をネット配信する
予定です。

5th Anniversary

　 立入禁止
●はり紙と係員で誘導します。危険回避の
ため、ご協力をお願いします。

　 障がい者専用トイレ
●河川敷の既存トイレです。一般の方の
ご利用は原則ご遠慮ください。

　 指定駐輪場
●スペースが限りがございます。通行規制
へのご協力をお願いします。

●赤水門エリア
ファンゾーン（有料自由席）1,000円

当日チケット販売所

会場内  当日チケット販売所

当日チケット販売所

授乳室／ベビーカー置き場
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桐ヶ丘

赤羽南
赤羽2丁目

グッドミート バル
北区赤羽1-39-4 サクセス大鵬8番館1F  ℡03-6454-4626  不定休

らーめん 童童（とんとん）
北区志茂4-12-8  ℡03-3902-6273  

イタリアン＆スペインバル 赤バルレッツェ
北区赤羽1-12-4-1F  ℡03-3598-4383  不定休

16：00～23：30

洋風創采鉄板台所 せをりぃ赤羽
北区赤羽1-29-7  ℡03-6454-4252 

12：00～22：00

韓国料理 東京チゲ屋
北区赤羽1-22-3  ℡03-5939-7809  不定休

11：30～14：00
17：30～22：00

Ｌｉｌｌｅ ｆａｒ （リルファ）
北区志茂2-38-10-101  ℡03-3903-2442  日曜祝日定休

10：00～19：00

御菓子司 磯崎家
北区志茂2-48-13  ℡03-3901-3986  火曜定休

AM 9：30～PM7：00

やきとり居酒屋 稲一
北区志茂2-47-5  ℡03-3901-7011  日・祭日

17：30～26：00

菊 伊勢屋
北区志茂2-56-1  ℡03-3903-7873  火曜定休

AM9：00～PM9：00

エリア別お店情報

七輪炭火焼  いくどん赤羽店
北区赤羽1-23-3  ℡03-3598-1910

月～金 16：00～24：00
土日祝 12：00～24：00

美味しいホルモン・焼肉・海鮮焼がテレビで取り上げられマーシー！
オススメPo in t

ミートショップ おおこし
北区志茂4-13-5  ℡03-3901-6332  月曜定休

AM11：00～PM9：00

おそうざい、コロッケ3個で120円。店頭でやきとりも焼いています。
オススメPo in t

山久（やまきゅう）
北区志茂5-17-18  ℡03-3901-7512  火曜定休

メニュー豊富。毎日食べても飽きない素朴でやさしい味をどうぞ。
オススメPo in t

コーヒーハウス まつした
北区赤羽1-33-8  ℡03-3901-1619  土曜定休

朝8時よりモーニングサービス、昼11時30分より2時30分迄ランチタイム
オススメPo in t

ワイン＆鉄板グリル えんじゃ
北区赤羽1-10-5  ℡03-5939-9697  不定休

豚・牛・鶏～お好み焼きも！！ ワインと一緒に花火会を語りましょう。
オススメPo in t

17：00～23：30  LO 22：45株式会社 魚友
北区赤羽1-19-11 石井ビル1F  ℡03-3901-6595  日曜定休

赤羽で魚を食べるなら魚友と思ってもらえる店を目指しています。
オススメPo in t noodle kitchen ミライゑ

北区志茂2-59-20 USビル1F
　　　　　　　℡03-5939-7380  
絶品チャーシュー＆トロトロ味玉！！ 店頭でラーメンおつまみ販売中!
オススメPo in t

17：00～25：00丸鷹酒場 赤羽本店
北区赤羽1-29-8 石井ビル  ℡03-3903-0820  日曜定休

安くて美味しい串焼き串揚げ 一度来たらハマります！
オススメPo in t

AM8：00～PM8：00きくの家
北区志茂2-48-13 志茂スズラン通り  ℡03-3902-0409  金曜定休

季節の和菓子のきくの家です。お茶のお供に甘さ控えめの和菓子を！！
オススメPo in t

17：00～5：00
　日祝17：00～24：00

串焼き＆燻製 Enab
北区赤羽1-31-1  ℡03-3902-5123  不定休

串焼きと燻製がメイン。おすすめメニューも多数あります。
オススメPo in t

17：00～22：00GRILLEDMEAT Koba.
北区志茂2-52-5  ℡090-6693-4014  月曜定休

黒毛和牛A5のお肉をリーズナブルに提供してます。 是非一度!!
オススメPo in t

10：00～19：00 花火会の日は21：00まで延長洋菓子カフェ かしこ
北区志茂2-64-9 前薗ビル1階  ℡03-5939-9554  月曜日他

花火会の日限定スイーツメニューあります。詳しくはFacebookで
オススメPo in t

AM11：30～PM12：005感ビストロ酒場 赤羽２号店 
北区赤羽2-20-5 岡谷ビル１F  ℡03-3901-1660 

自慢のもちもち生パスタ!! 自家製ローストビーフ!! 毎日営業中!!
オススメPo in t

平日 11：30～14：00
17：00～20：00

土日祝 11：30～20：00

手打らーめん 満月
北区赤羽2-4-5  ℡03-3903-5612  月曜定休

花火会当日は21時まで営業を延長してお待ち致しております！
オススメPo in t

酒善家 心亭 ～まなか～
北区赤羽2-9-1 T.K.Cビル1F  ℡03-3901-3699  不定休

多彩なメニューで店主夫婦がいつも笑顔でお迎えします。
オススメPo in t

Café Dining COYOTE（カフェダイニングコヨーテ）
北区赤羽1-30-9  ℡03-5939-9339  月曜定休

自家製バンズのグルメバーガー！ 夜はバルスタイルで宴でしょ!?
オススメPo in t

子どもの本 青猫書房（喫茶スペース有）
北区赤羽2-28-8 TimberHouse1F  ℡03-3901-4080  火曜定休  

AM11：00～PM7：00

ten、（てん）
北区赤羽南１-６-４ １F  ℡03-3902-9080  日曜定休

名古屋コーチンの焼鳥と唎酒師厳選の日本酒をぜひ!!
オススメPo in t

17：00～23：00

カフェマッカラン
北区桐ヶ丘2-11-36 桐ヶ丘ケルトハウス101  ℡03-3907-7811  火曜定休

AM10：00～PM10：00

平日 11：00～15：00
17：00～22：00

土日祝 11：00～22：00

志　茂赤羽１丁目

※順不同

花火当日の予約など、事前に各店舗
にお問い合わせください。

当マップ制作にあたり、掲載店舗の皆様からご協賛をいただいております。
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桐ヶ丘

赤羽南
赤羽2丁目

グッドミート バル
北区赤羽1-39-4 サクセス大鵬8番館1F  ℡03-6454-4626  不定休

らーめん 童童（とんとん）
北区志茂4-12-8  ℡03-3902-6273  

イタリアン＆スペインバル 赤バルレッツェ
北区赤羽1-12-4-1F  ℡03-3598-4383  不定休

16：00～23：30

洋風創采鉄板台所 せをりぃ赤羽
北区赤羽1-29-7  ℡03-6454-4252 

12：00～22：00

韓国料理 東京チゲ屋
北区赤羽1-22-3  ℡03-5939-7809  不定休

11：30～14：00
17：30～22：00

Ｌｉｌｌｅ ｆａｒ （リルファ）
北区志茂2-38-10-101  ℡03-3903-2442  日曜祝日定休

10：00～19：00

御菓子司 磯崎家
北区志茂2-48-13  ℡03-3901-3986  火曜定休

AM 9：30～PM7：00

やきとり居酒屋 稲一
北区志茂2-47-5  ℡03-3901-7011  日・祭日

17：30～26：00

菊 伊勢屋
北区志茂2-56-1  ℡03-3903-7873  火曜定休

AM9：00～PM9：00

エリア別お店情報

七輪炭火焼  いくどん赤羽店
北区赤羽1-23-3  ℡03-3598-1910

月～金 16：00～24：00
土日祝 12：00～24：00

美味しいホルモン・焼肉・海鮮焼がテレビで取り上げられマーシー！
オススメPo in t

ミートショップ おおこし
北区志茂4-13-5  ℡03-3901-6332  月曜定休

AM11：00～PM9：00

おそうざい、コロッケ3個で120円。店頭でやきとりも焼いています。
オススメPo in t

山久（やまきゅう）
北区志茂5-17-18  ℡03-3901-7512  火曜定休

メニュー豊富。毎日食べても飽きない素朴でやさしい味をどうぞ。
オススメPo in t

コーヒーハウス まつした
北区赤羽1-33-8  ℡03-3901-1619  土曜定休

朝8時よりモーニングサービス、昼11時30分より2時30分迄ランチタイム
オススメPo in t

ワイン＆鉄板グリル えんじゃ
北区赤羽1-10-5  ℡03-5939-9697  不定休

豚・牛・鶏～お好み焼きも！！ ワインと一緒に花火会を語りましょう。
オススメPo in t

17：00～23：30  LO 22：45株式会社 魚友
北区赤羽1-19-11 石井ビル1F  ℡03-3901-6595  日曜定休

赤羽で魚を食べるなら魚友と思ってもらえる店を目指しています。
オススメPo in t noodle kitchen ミライゑ

北区志茂2-59-20 USビル1F
　　　　　　　℡03-5939-7380  
絶品チャーシュー＆トロトロ味玉！！ 店頭でラーメンおつまみ販売中!
オススメPo in t

17：00～25：00丸鷹酒場 赤羽本店
北区赤羽1-29-8 石井ビル  ℡03-3903-0820  日曜定休

安くて美味しい串焼き串揚げ 一度来たらハマります！
オススメPo in t

AM8：00～PM8：00きくの家
北区志茂2-48-13 志茂スズラン通り  ℡03-3902-0409  金曜定休

季節の和菓子のきくの家です。お茶のお供に甘さ控えめの和菓子を！！
オススメPo in t

17：00～5：00
　日祝17：00～24：00

串焼き＆燻製 Enab
北区赤羽1-31-1  ℡03-3902-5123  不定休

串焼きと燻製がメイン。おすすめメニューも多数あります。
オススメPo in t

17：00～22：00GRILLEDMEAT Koba.
北区志茂2-52-5  ℡090-6693-4014  月曜定休

黒毛和牛A5のお肉をリーズナブルに提供してます。 是非一度!!
オススメPo in t

10：00～19：00 花火会の日は21：00まで延長洋菓子カフェ かしこ
北区志茂2-64-9 前薗ビル1階  ℡03-5939-9554  月曜日他

花火会の日限定スイーツメニューあります。詳しくはFacebookで
オススメPo in t

AM11：30～PM12：005感ビストロ酒場 赤羽２号店 
北区赤羽2-20-5 岡谷ビル１F  ℡03-3901-1660 

自慢のもちもち生パスタ!! 自家製ローストビーフ!! 毎日営業中!!
オススメPo in t

平日 11：30～14：00
17：00～20：00

土日祝 11：30～20：00

手打らーめん 満月
北区赤羽2-4-5  ℡03-3903-5612  月曜定休

花火会当日は21時まで営業を延長してお待ち致しております！
オススメPo in t

酒善家 心亭 ～まなか～
北区赤羽2-9-1 T.K.Cビル1F  ℡03-3901-3699  不定休

多彩なメニューで店主夫婦がいつも笑顔でお迎えします。
オススメPo in t

Café Dining COYOTE（カフェダイニングコヨーテ）
北区赤羽1-30-9  ℡03-5939-9339  月曜定休

自家製バンズのグルメバーガー！ 夜はバルスタイルで宴でしょ!?
オススメPo in t

子どもの本 青猫書房（喫茶スペース有）
北区赤羽2-28-8 TimberHouse1F  ℡03-3901-4080  火曜定休  

AM11：00～PM7：00

ten、（てん）
北区赤羽南１-６-４ １F  ℡03-3902-9080  日曜定休

名古屋コーチンの焼鳥と唎酒師厳選の日本酒をぜひ!!
オススメPo in t

17：00～23：00

カフェマッカラン
北区桐ヶ丘2-11-36 桐ヶ丘ケルトハウス101  ℡03-3907-7811  火曜定休

AM10：00～PM10：00

平日 11：00～15：00
17：00～22：00

土日祝 11：00～22：00

志　茂赤羽１丁目

※順不同

花火当日の予約など、事前に各店舗
にお問い合わせください。

当マップ制作にあたり、掲載店舗の皆様からご協賛をいただいております。
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