
今年もハロウィンの時期がやって来たっ !! 楽しい事が好きならおいでよッ♪初めて会う人とだってきっと友達になれちゃうよ !!

皆で一緒に Halloween Party しよう !! 今年は誰と友達になれるかな ?!!

普段中々出来ない夢の大人数イベント開催 !! 今年の BarBa-Style 主催のハロウィンイベントは例年とは一味違います !!普段中々出来ない夢の大人数イベント開催 !! 今年の BarBa-Style 主催のハロウィンイベントは例年とは一味違います !!

＊22:30 ～ 23:00 頃  仮装チャンピオン決定戦スタート !!

Champion　東京ディズニーリゾートペアチケット

3 位　　JCB 旅行券￥5,000 円分3 位　　JCB 旅行券￥5,000 円分

当日は BarBa スタッフも仮装してハロウィンイベントをドンドン盛り上げていきます !!当日は BarBa スタッフも仮装してハロウィンイベントをドンドン盛り上げていきます !!

沢山の方のご参加をスタッフ一同、心からお待ちしております !!沢山の方のご参加をスタッフ一同、心からお待ちしております !!

審査員特別賞もご用意してあります !!審査員特別賞もご用意してあります !!

＊22:30 ～ 23:00 頃 仮装チャンピオン決定戦

MAIN EVENT!!!MAIN EVENT!!!
戦スタート !!戦

豪華賞品を懸けた !!
仮装王座決定戦 !!!

豪華賞品を懸けた !!
豪華賞品を懸けた !!
仮装王座決定戦 !!!
仮装王座決定戦 !!!

Champion　東京ディズニーリゾートペアチケット

誰でも参加 OK!!
誰でも参加 OK!!
誰でも参加 OK!!
誰でも参加 OK!! 当日仮装での参加 OK!!当日仮装での参加 OK!!当日仮装での参加 OK!!当日仮装での参加 OK!!

＊参加は自由 ! 参加希望者にはエントリーをして頂きます !!　＊審査方法 : 会場にいるお客様に投票して頂きます☆

21：00 ～ MidNight!!!

BarBa’ s  Night Event!!

す☆☆す☆☆☆☆

2 位　　ユニバーサルスタジオジャパンペアチケット2 位　　ユニバーサルスタジオジャパンペアチケット
3 位　　JCB 旅行券￥5,000 円分3 位　　JCB 旅行券￥5,000 円分

2 位　　ユニバーサルスタジオジャパンペアチケット2 位　　ユニバーサルスタジオジャパンペアチケット

前売券絶賛発売中 !!前売券絶賛発売中 !!前売券絶賛発売中 !!前売券絶賛発売中 !!

￥2,980

スペシャル前売券販売中 !!
スペシャル前売券販売中 !!
スペシャル前売券販売中 !! お気軽にお気軽に

スタッフまで♪
スタッフまで♪

ビュッフェバイキング ( ～２３:３０)ビュッフェバイキング ( ～２３:３０)

追加ドリンク追加ドリンク All ワンコイン (￥500)All ワンコイン (￥500)

立食形式立食形式 FOOD & Drink はFOOD & Drink は
各自カウンターに各自カウンターに

取りに来て頂きます !!取りに来て頂きます !!

BarBa’ s  Night Eventt!!

Happy HalloweenHappy Halloween
10 月 29 日（土）10 月 29 日（土）   
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皆で一緒に Halloween Party しよう !! 今年は誰と友達になれるかな ?!!

  第 3 回　ハロウィンイベント開催決定 !!  第 3 回　ハロウィンイベント開催決定 !!第 3 回　ハロウィンイベント開催決定 !!

仮装している方には参加賞プレゼント !!!仮装している方には参加賞プレゼント !!!

ビュッフェバイキング付
ビュッフェバイキング付

（税込）   （税込）   

2 Drinks 2 Drinks ＆
当日お越しの方当日お越しの方

ビュッフェバイキング付
ビュッフェバイキング付

2 Drinks 2 Drinks ＆ ￥3,500￥3,500（税込）   

21：00 ～ MidNight!!!

ワンポイント仮装 OK!!
ワンポイント仮装 OK!!


