Presents

耳寄り！観光 NAVI
ワルシャワの
人気バー & クラブ

海外特集で取り上げたエリアやスポットをさらに
深掘り！人気スポットやおすすめツアーをトリップ
アドバイザーの口コミとともにご紹介します。

とびっきり陽気なスタッフと笑顔の花を咲かせるもよし、ディープ
でエキゾチックな 、ちょい “ワル ” な 雰 囲 気を楽しむもよし。夜 はワ
ルシャワに呑まれてしまおう。

Level 27
Bar & Club

Kita Koguta
キタ コグタ

レベル27
バー & クラブ

Carolina Lさんの投稿写真

『ドリンクも雰囲気も最高』
投稿者

Maciek S さん

投稿日

2017.01.04

満足度

都会的な街にすっかり溶け込んだ、
スタイリッシュ

『ワルシャワ最高のお店！』
投稿者

Katarzyna N さん

投稿日

でエネルギッシュなカクテルバー。
細部にまでこだ

Warszawska
la Playa
Music Bar

2016.01.05

満足度

27階からの素晴らしい眺め！ 素敵な音楽で雰囲

ワルシャワ ラ プラヤ
ミュージックバー

気もバッチリ。
最高のパーティーを屋上で満喫 !

わった店内では、
やる気満々のスタッフが四六時
中気を配ってくれています。
美味しいカクテルには
ビックリがいっぱい。
ナイトクラブのようにワイワイ
楽しいカクテルバーです。
立地もGOOD !

『素晴らしいカクテル』
投稿者

Bibo E さん

投稿日

2017.02.03

満足度

バーテンダーの匠が作るA級カクテルがあります。
おススめは
「ベルヴァドーレ・ドリンク」
。
絶対に一
度は行ってみる価値のあるお店です。

Michał Cさんの投稿写真

『ワルシャワの

Warsaw Pub
Crawl

ヴィスラビーチを

とことん楽しもう！』
投稿者

Avikspavik さん

投稿日

2017.05.21

フレンドリーなサービス、
素敵な人達、
音楽、
ダン

リチュアル
カクテル クラブ

glodnaさんの投稿写真

『楽しいパブの梯子！』
投稿者

満足度

Ritual
Cocktail Club

cormacos さん

2015.05.26

満足度

スフロア、
ビーチバレーといたれりつくせり。
ドリン

素敵なパブをハシゴしながら、
たっぷり飲めます。
パイントでもショットでもOK ! テラス席のパブも

達との楽しい夜に、
すべてが揃ったお店です。

ありました。
最後はナイトクラブで盛り上がります。

口コミ情報募集中！

18

投稿日

クバーにはバカルディのお酒が並び、軽食も。友

日本ユースホステル協会では、
ユースホステルやユースゲストハウスをご利用頂いた方からの
口コミ情報を随時募集しています。
口コミはトリップアドバイザー社の提供するアプリやホーム
ページの他、
日本ユースホステル協会ホームページからも投稿が可能です。
掲載情報はTripAdvisor LLC がすべての版権を保有しています。

ワルシャワ
パブ クロール

Louise Sさんの投稿写真

アプリをダウンロードして

口コミを投稿してください！

『お酒と葉巻好きの天国』
投稿者

Yiorgos B さん

投稿日

2017.01.16

満足度

オールドタウン地区ではおそらく最高のバーでしょう。
厳選された美味しいお酒を楽しみながら葉巻を燻ら
すことができます。
素敵なインテリアと気の利くスタッ
フ、
洗練された音楽が揃っています。
とりわけ雪の一夜
を過ごすには、
たまらないお店です。

Bar and
Books Podwale
バー & ブックス
ポッドウェル

Weles
ウェルズ

『素敵なカクテル、

気の利くスタッフ』
投稿者

『カッコいい！』
投稿者

Blok Bar

kciukasさんの投稿写真

ブロック バー

『とっても

素敵でフレンドリー！』
投稿者

Robertolino さん

投稿日

gwera さん

投稿日

Dennis81 さん

投稿日

KlarCocktail Bar
クラーカクテル バー

2017.07.03

満足度

2016.08.14

満足度

カクテルが美味しかった！でき上がりまでに時間
がかかるだけのことはあります。
ウォッカのテイス
ティングも楽しい体験でした。
ちょっと小さめのお

まるで禁酒法時代の酒場のようなお店。
階段を下

店ですが、
お天気が良い日はテラス席が利用でき

りて行くと、
そこはセレブ感いっぱいの一流バー。

て、
ゆっくり飲み物を楽しめるお店です。

最高のカクテルを作ってくれます。
また行きたい
お店です。

2016.06.11

満足度

とにかくフレンドリーで素敵なバーです。
古いビル
の最上階なのでエレベーターがありませんが、
階

Smolna

段を上がっていくだけの価値はあります。広い

スモルナ

バーと別になったダンスフロアもあります。
2回行
きましたがいつも混んでいました。

『ワルシャワ最高の
テクノ音楽』
投稿者

Kelly G さん

投稿日

2017.03.29

満足度

ワルシャワ随一のベルグハイン風クラブで、
世界屈指
のテクノ音楽が楽しめます。価格帯も適切だし、素敵
な人達が集まっていて、
何も言うことなし。
ワルシャワ
でテクノ音楽を楽しむのならここしかないでしょう。
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つづきをダウンロード（無料）

HostellingMagazine vol.10

まとめてダウンロード
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Youth Hostel Pick up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P08
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暗い国なんて、過去のもの！
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■知ってた? ポーランドって、
こんな国

■ワルシャワ&クラクフからの1DAY TRIP
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