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※バル営業時間は、通常営業時間と異なります。ご注意下さい

 

http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar.html


参加店No.1〜10、11〜20、21〜30、31〜40、41〜50、51〜60、61〜70、71〜82

＝あとバル参加店���� ＝日本酒が飲める店（メニューが分かり次第UPします）

＝前回の1民1店1分インタビュー（映像のない参加店もあります）�� ＝飲食店のホームページへ�

1．割烹うしお���14：00〜20：001．割烹うしお���14：00〜20：00

多人数の宴会、冠婚葬祭、美味しい和食が食べたくなったら割烹うしおを思い出して下

さい。88名様まで入る大小宴会場があり、旬の素材を生かして職人が手作りで創る日本

料理はちょっと一味違います。

TEL：072−772−0444�住所：伊丹市西台2-2-17�通常営業：10：00〜20：00�無休

2．RED LEAVES CAFE���19：00〜28：002．RED LEAVES CAFE���19：00〜28：00   

ガラス張りの落ち着いた店内でゆったりとした時間をお過ごし下さい。営業時間終了ま

ではバルメニュー売切れなしでがんばりますので、のんびり来てくださいな。

TEL：072−783−8033�住所：伊丹市西台1-7-23�通常営業：19：00〜28：00�無休

3．居酒屋 ばくだん���12：00〜24：003．居酒屋 ばくだん���12：00〜24：00   

生ビール(中)、チューハイ、焼酎(芋・麦・米)の中から1つ。ソフトドリンク＋刺身3種盛

り。鮮魚の美味しさは天下一品。和そばを使ったサラダ、地鶏のむね肉のたたきなど盛り

だくさん。

TEL：072−785−8535�住所：伊丹市西台2-3-5-1F�通常営業：11：30〜14：00（日曜は昼休）/17：00〜24：00�月
曜定休

4．旬菜居酒家 今日平���17：00〜22：004．旬菜居酒家 今日平���17：00〜22：00    

今年の春にオープンした和食居酒屋でございます。バルメニューは、ビールかチューハ

イ、小鉢、お造り盛りをご用意しております。

TEL：072−777−1949�住所：伊丹市西台1-6-22�通常営業：17：00〜24：00（L.O23：30）�不定休

5．中華料理 開華亭���13：00〜22：005．中華料理 開華亭���13：00〜22：00    

当店のカメ出し紹興加飯酒は大変好評いただいております。カメ出し独特のフレッシュ

でなめらかな口当たりを、ぜひこの機会にお試し下さい。バルメニューは、酢豚、カメ出

し紹興酒または生ビール(中)をご用意させて頂きます。

TEL：072−778−0159�住所：伊丹市西台1-6-24�通常営業：11：30〜14：00/18：00〜23：00（日祝は22時ま
で）�水曜定休�

http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no1
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no11
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no21
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no31
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no41
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no51
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no61
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/itami_bar_3_mise.html#no71
http://www.youtube.com/watch?v=1_y9A0JR1-o
http://r.gnavi.co.jp/k377300/
http://www.youtube.com/watch?v=vbS8a8KGB68
http://www.youtube.com/watch?v=Hl110xLhOJc


6．OUR FAVORITE'S���12：00〜20：006．OUR FAVORITE'S���12：00〜20：00  

表からはわかり難いですが、意外と奥行があり、ゆっくりくつろげるCAFEです。自家製パ

ンのサンドイッチが人気。バルメニューは、バル当日のみの限定メニュー、ポテトのクリ

ーミーみそ汁(ワサビ七味添え)・クルミパン・HOTCOFFEE。限定60食

TEL：072−772−5691�住所：伊丹市西台2-4-3�通常営業：10：30〜21：00�水曜定休

7．pet pith（ペートピート）���14：00〜21：007．pet pith（ペートピート）���14：00〜21：00    

本場の味です。油っぽくない南インドの野菜中心のメニューです。スパイスのマジック

をおためし下さい。

TEL：072−772−3883�住所：伊丹市西台1-6-6-201�通常営業：11：30〜15：00(LO14:30)/18：00〜21：30
(LO21:00)�水休

8．Restaurant&DiningBar CREW���20：00〜27：008．Restaurant&DiningBar CREW���20：00〜27：00    

100食限定！！秋をイメージした、オリジナルカクテルをご用意しております。ぜひご

来店下さい。

TEL：072−773−3911�住所：伊丹市西台1-6-11�通常営業：20：00〜27：00(金土29:00)��無休

9．ほろ酔い処 勿忘草9．ほろ酔い処 勿忘草 (わすれなぐさ)(わすれなぐさ) ���17：00〜24：00���17：00〜24：00

新鮮な魚貝類を素材を活かして料理します！！

TEL：072−773−3922�住所：伊丹市西台1-6-11�通常営業：17：00〜25：00�無休

10．焼とり屋 番鳥���17：00〜27：00(LO26：00)10．焼とり屋 番鳥���17：00〜27：00(LO26：00)   

鮮度・味・質にこだわった国産朝引き鶏を使用。熟練の職人の技をお楽しみ下さい。バル

メニューはドリンク1杯(生中・チューハイ・焼酎・日本酒・ソフトドリンク)と串盛りをご

用意しています。是非ご賞味下さい。

TEL：072−777−6558�住所：伊丹市西台4-6-32�通常営業：17：00〜27：00(LO26時)�無休

▲このページのトップへ

11．インディアンパレス���12：00〜23：00(LO)11．インディアンパレス���12：00〜23：00(LO)     

http://www.youtube.com/watch?v=mLQe_ZNuk-8
http://ourfavorites.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=KceLTksR1_o
http://r.gnavi.co.jp/c029300/
http://www.youtube.com/watch?v=AKu4PQBxEVE
http://r.gnavi.co.jp/ka5u200/
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://www.youtube.com/watch?v=-sgLceQB1XY
http://r.gnavi.co.jp/ka69300/


今回もメニューにない特別なものをお楽しみ頂きたいと考えています・・・どうぞご期待

下さいませ。ナマステ〜

TEL：072−777−4478�住所：伊丹市西台4-6-32�通常営業：11：00〜15：00/17：00〜23：00�無休

12．12． 個室�天婦羅�鉄焼鍋�個室�天婦羅�鉄焼鍋�旬彩和創�旬彩和創�雲集���12：00〜27：00雲集���12：00〜27：00   

『旬』の食材を『彩』り鮮やかな『和』の『創』作に。関西初の『魚串天ぷら』と創作の極みの『せ

いろフォンデュ』は自信の逸品！焼酎・梅酒も種類豊富にご用意しております。バルメニュ

ーも自信の和創作です。

TEL：072−775−5677�住所：伊丹市西台1-2-6山本不動産第2ビル3F�通常営業：17：00〜25：00�不定休

13．13． 旬菜・寿し処 旬菜・寿し処 濵鮓���12：00〜22：00鮓���12：00〜22：00  

旬魚・旬菜をモットーに、すしネタ、一品料理を豊富に取り揃えております。すし米にもこ

だわりました。バルメニューは、にぎり寿しとドリンク1杯をご用意しております。ご賞

味下さい！

TEL：072−775−1813�住所：伊丹市西台1-2-6-2F�通常営業：11：30〜14：00/17：00〜23：00�水曜・第3火曜定
休

14．14． 個室 魚串 野菜串 個室 魚串 野菜串 炙り家ええねん炙り家ええねん  伊丹店 伊丹店���12：00〜27：00���12：00〜27：00  

20年のキャリアを持つ料理長と野菜ソムリエが厳選した食材をこだわりの醤油三種と

塩三種でお召し上がり頂きます！焼酎・梅酒もこだわりの70種類！バルメニューも、もち

ろんこだわり食材ですよ！

TEL：072−773−3345�住所：伊丹市西台1-2-6山本不動産第2ビルB1�通常営業：17：00〜25：00�不定休

15．珈琲館 伊丹店���12：00〜18：0015．珈琲館 伊丹店���12：00〜18：00     

珈琲館がもたらす豊かなひととき。すぐそばにある「珈琲館」で香り高い一杯だてのコー

ヒーをお楽しみ下さい。バル当日は、人気の珈琲館ハウスサンド＆コーヒー又はソフトド

リンクをご用意してお待ちしております。

TEL：072−782−2588�住所：伊丹市西台1-2-6山本不動産第2ビルB1�通常営業：8：00〜19：00�無休

16．セルフィーユ���13：00〜19：0016．セルフィーユ���13：00〜19：00   

木のぬくもりのやさしさと窓を大きくとった自然な明るさは、最高のロケーションの中

http://www.youtube.com/watch?v=tmybmd8YMl8
http://r.gnavi.co.jp/k173600/
http://www.youtube.com/watch?v=qt9gjOwrEnI
http://www.youtube.com/watch?v=ok7SBHP-7LI
http://r.gnavi.co.jp/k173601/
http://www.youtube.com/watch?v=RjpKTtH8UAY
http://www.yano-system.co.jp/coffee/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=paYxUDme26Q


でゆっくりくつろげる空間です。天気のいい日にはテラス席で太陽の日差しを浴びて下

さい。バル当日はマドレーヌ（2個入り）をプレゼント！（限定80食）

TEL：072−770−5366�住所：伊丹市西台1-2-9�通常営業：7：00〜19：00��木曜定休

17．伊丹WADO���12：00〜29：0017．伊丹WADO���12：00〜29：00     

ドリンク全600種！“お好きなドリンク”に自信があります！是非この機会にご来店下さ

いませ。

TEL：072−775−2205�住所：伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺｰﾜ1F�通常営業：17：00〜29：00�無休

18．Bar LINGUA FRANCA���17：00〜27：0018．Bar LINGUA FRANCA���17：00〜27：00  

落ち着いた雰囲気のお店。イタ飯、スパニッシュ、ビストロ系からユーロスタイルの食事をお

手頃価格で楽しめます。女性の独り飲みにも安心！！ある時は友人と、ある時は一人で・・・使い方

は自由自在！限定120食

TEL：072−770−0132�住所：伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺｰﾜ1F�通常営業：17：00〜27：00(LO26:30)�火曜定休

19．LiveHouse&Bar ALWAYS���18：00〜29：0019．LiveHouse&Bar ALWAYS���18：00〜29：00  

Jazz、Rock、Folk、Popsなど多彩な音楽Liveを毎晩開催中！！『バル』Liveを開催！！18:15-

START-29:00で演奏予定。様々なグループが面白い演奏をします。お楽しみ下さい。

TEL：072−770−8680�住所：伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺｰﾜB1F�通常営業：19：00〜26：00�火曜定休

20．SHOT BAR Sunafukin���18：00〜22：0020．SHOT BAR Sunafukin���18：00〜22：00   

地下にある隠れ家的BAR。豊富なラムやフレッシュ・フルーツ・ジュースを使ったオリジ

ナル・カクテルがおすすめ。カジュアルでフレンドリーな雰囲気です。お気軽にご来店下

さい。バルメニューは数に限りがあります。

TEL：072−770−9113�住所：伊丹市中央1-2-5ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂｺｰﾜB1F�通常営業：20：00〜27：00�無休

▲このページのトップへ

21．ヒロコーヒー 伊丹中央店���18：00〜21：3021．ヒロコーヒー 伊丹中央店���18：00〜21：30  

雑誌『cafe sweets』にも紹介された藤田シェフ自慢のチーズケーキ5種の中から定番の

http://www.youtube.com/watch?v=Tl8AiiRJQwU
http://gpado.jp/restaurant/rst_index.html/shop_cd/3201-00091428-000
http://www.youtube.com/watch?v=cGMoJSG0wr8
http://r.gnavi.co.jp/c735400/
http://www.youtube.com/watch?v=ifujDhw1XVM
http://www.eonet.ne.jp/%7Ealways-net/top.html
http://shotbarsunafukin.web.fc2.com/
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://www.youtube.com/watch?v=y4wzQYw_57c
http://www.hirocoffee.co.jp/


ハートチーズケーキとソフトチーズケーキを選んでいただけます。それぞれ限定30食

ですのでお早めにどうぞ。

TEL：072−782−1077�住所：伊丹市中央1-2-23ﾌｧﾐｰﾙ伊丹ﾃﾞｭｵ1F�通常営業：9：00〜22：00(LO21:30)�無休

22．cafe Mon���12：00〜22：0022．cafe Mon���12：00〜22：00   

今年の「Mon de Accueil�モンのおもてなし」は、お好きなBeerと外はサクサク、中はトロ

ーリのピンチョスか、スペシャリティ珈琲（orお好きな飲物）とMonフレンチをご用意し

てスタッフ一同お待ちしております。

TEL：072−782−6672�住所：伊丹市中央1-1-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟｰﾄ5F�通常営業：10：00〜20：00�火曜不定休

23．お好み焼&鉄板焼 ju:ju���12：00〜22：0023．お好み焼&鉄板焼 ju:ju���12：00〜22：00  

バルメニューは、スジコンネギ焼きハーフサイズと一品とソフトドリンクか生ビール

(小)をご用意してお待ちしております。

TEL：072−785−3994�住所：伊丹市中央1-1-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟｰﾄ5F�通常営業：11：00〜21：00(LO20:15)��火曜不定休

24．麺処 萬寿味24．麺処 萬寿味 (ますみ)(ますみ)���12：00〜21：00���12：00〜21：00   

そばと使ったメニューでがんばります！！

そばすし、そばせんべい、プラス一品。

TEL：072−777−0635�住所：伊丹市中央1-1-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟｰﾄ5F�通常営業：11：00〜21：00(LO20:15)��火曜不定休

25．みどり園���12：00〜20：0025．みどり園���12：00〜20：00   

みどり園の喫茶室は、お茶やお菓子そして元気あふれる木々で皆様をお迎え致しており

ます。すべて自然に沿って調和されたものを提供して頂いております。どうぞこの空間

でくつろぎの時間をお過ごし下さい。

TEL：072−772−3562�住所：伊丹市西台1-1-1ﾘｰﾀﾋﾞﾙ1F�通常営業：10：00〜20：00�第3水曜定休

26．純白そば月山（タミー店）���14：00〜20：0026．純白そば月山（タミー店）���14：00〜20：00   

創業50年の伝統の味。自慢は絶品の「純白そば」！ダシには上級昆布とカツオを使用し、一

番ダシを調合し作り上げています。蕎麦だけでなく、うどん・丼・定食など数多く揃えてお

ります。

http://www.youtube.com/watch?v=114qoqh9510
http://www.youtube.com/watch?v=fLCQv_70W0k
http://www.bigjyujyu.com/
http://www.youtube.com/watch?v=YMQT6_V0fHg
http://www.youtube.com/watch?v=FMw-811oMEc
http://www.youtube.com/watch?v=gWoBYVnqdxY


TEL：072−772−3545�住所：伊丹市西台1-1-1ﾘｰﾀﾋﾞﾙ1F�通常営業：10：30〜20：00�無休

27．とんかつの花むら 伊丹店���12：00〜21：0027．とんかつの花むら 伊丹店���12：00〜21：00    

衣はサクサク、中はやわらかなとんかつ。100％植物性の油で揚げていますので、決して

もたれません。ボリュームがあるけどあっさりのかつを一度ご賞味下さい。

TEL：072−780−1201�住所：伊丹市西台1-1-1ﾘｰﾀﾋﾞﾙ4F�通常営業：11：00〜21：00�不定休

28．豚串 なかみせ���12：00〜24：0028．豚串 なかみせ���12：00〜24：00   

当店のバルメニューは、やわらか豚ホホ串とさっぱり鶏もも串の2本と生ビールです。

串には秘伝の激旨タレをつけてお召し上がり下さい。良い素材を使って一生懸命お料理

します。

TEL：072−777−0209�住所：伊丹市西台3-9-22西台駅前ﾋﾞﾙ1F�通常営業：12：00〜24：00�不定休

29．鳥芳トリッキー���17：00〜23：0029．鳥芳トリッキー���17：00〜23：00     

ファミリーでのお食事、大小宴会まで当店！！自慢の鳥料理をごゆっくりとお楽しみくだ

さいませ！！

TEL：072−779−2515�住所：伊丹市西台3-1-5�通常営業：17：00〜26：00�不定休

30．カフェハウスcha茶cha���12：00〜20：0030．カフェハウスcha茶cha���12：00〜20：00   

読売テレビで6月23日に『街かど☆トレジャー』で伊丹のお宝として当店のハニートー

ストが紹介され放映されました。バルはこのハニートーストとソフトドリンク付きで

す。

TEL：072−783−8128�住所：伊丹市西台3-8-2�通常営業：8：00〜20：00�日祝休

▲このページのトップへ

31．31． アジアンダイニング アジアンダイニング 安愚楽亭���14：00〜23：00安愚楽亭���14：00〜23：00     

枠にとらわれないチャイニーズベースの創作料理を、アジアンな空間で心ゆくまでお楽

しみ下さい。スタッフ一同心よりお待ちしております。バルメニューは当日のお楽しみ！

http://www.youtube.com/watch?v=kiFHJd3MPWI
http://www.sankatei.co.jp/hanamura/
http://www.youtube.com/watch?v=ypEsk2g9Fqo
http://www.youtube.com/watch?v=HSbyrQQX8nU
http://www.youtube.com/watch?v=sdOsYdy7DmM
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://www.youtube.com/watch?v=hDkxSwihl7Y


TEL：072−777−8107�住所：伊丹市西台3-8-3�通常営業：11：30〜14：00/18：00〜24：00�日曜定休

32．BAR OWL���12：00〜27：0032．BAR OWL���12：00〜27：00  

伊丹の隠れ家的なBARです。落ち着いた雰囲気のお店で美味しいお酒、素敵な時間をお

楽しみください。

TEL：072−771−1818�住所：伊丹市西台3-8-4�通常営業：19：00〜27：00�月曜定休

33．33． イタリアンレストラン イタリアンレストラン アントン���12：00〜20：00(L.O)アントン���12：00〜20：00(L.O)  

ふる里兵庫の森を守るため、鹿肉の消費拡大に努力しています。皆さんぜひ美味しいシ

カ肉料理を食べに来て下さい。

TEL：072−770−2923�住所：伊丹市西台3-1-12�通常営業：11：30〜15：00(LO)/17：00〜21：00(LO)�水曜定休

34．Dining ryu���13：00〜23：0034．Dining ryu���13：00〜23：00  

ジャズが流れる店内でお酒とお料理を楽しんで下さい。バルメニュー限定100食（オー

ドブル盛り合わせ）

TEL：072−784−1688�住所：伊丹市中央4-4-10-101�通常営業：15：00〜23：00(日曜12：00〜18：00)�火曜定休

35．三楽���17：00〜22：0035．三楽���17：00〜22：00   

牛すじ肉とコンニャクをみそでコトコトと煮込んだ土手焼きです。ぜひ召し上がって下

さい。

TEL：072−785−7760�住所：伊丹市中央4-3-20�通常営業：17：00〜23：00�日曜定休

36．ジョニーのからあげ���17：00〜21：0036．ジョニーのからあげ���17：00〜21：00    

当店はジューシーさにこだわり、宮崎県日南鳥「生肉」を使っています。10数種類のスパ

イスを調合したタレに4日間漬け込んでいるので、肉の中まで味がしみています。当店

では作り置きは一切せず、常に揚げたてです。

http://www.youtube.com/watch?v=S6UnUBCx1MM
http://r.gnavi.co.jp/c023502/
http://www.youtube.com/watch?v=OXn7EiKVBt8
http://www.r-anton.com/
http://www.youtube.com/watch?v=sExIs0UpweQ
http://r.gnavi.co.jp/c688800/
http://www.youtube.com/watch?v=RVzM1TDaFuk
http://www.youtube.com/watch?v=pmEexJApYrU
http://www.oitakaraage.com/


TEL：072−782−4221�住所：伊丹市中央4-3-21-1F�通常営業：12：00〜15：00/17：00〜23：00�不定休

37．海鮮居酒屋 海���12：00〜20：0037．海鮮居酒屋 海���12：00〜20：00   

魚は海だ

限定50食

TEL：072−775−3088�住所：伊丹市中央4-3-21-201�通常営業：17：00〜25：00�不定休

38．三笠屋���14：00〜19：0038．三笠屋���14：00〜19：00   

安くておいしいたこ焼。ビールのつまみに一番！

TEL：072−772−8377�住所：伊丹市中央5-2-9�通常営業：10：00〜19：00�火曜定休

39．串＆ちゃんこ 無二���15：00〜22：0039．串＆ちゃんこ 無二���15：00〜22：00  

郷土力士剛堅の五種類の本格ちゃんこをお一人様からどうぞ。

TEL：072−785−1036�住所：伊丹市中央5-2-7�通常営業：17：00〜23：00�日曜定休

40．酒遊館 味蔵40．酒遊館 味蔵  伊丹店 伊丹店���15：00〜21：00���15：00〜21：00    

海鮮中心の居酒屋が本年5月にオープンしました。老若男女問わず、気軽に立ち呑み価

格で安心して飲めるお店です。バルメニューは、若鶏唐揚げandフライドポテト（チリソ

ースor甘酢あん）＋生中・ハイボール・酎ハイ（いずれか1杯）

TEL：072−772−3765�住所：伊丹市中央5-1-5�通常営業：11：30〜14：00(お昼定食)/17：00〜23：00(居酒屋)�
日曜定休

▲このページのトップへ

41．41． 無国籍料理無国籍料理 SANTA no SHIPPO���14：00〜20：00 SANTA no SHIPPO���14：00〜20：00  

バル初参加。

バルメニューにお好きなお飲物を1ドリンクなんでもお選び下さい。（ワインのボトル以

 

http://www.youtube.com/watch?v=6cZq-uV_QPM
http://www.youtube.com/watch?v=6JaLy9ZayMg
http://r.gnavi.co.jp/ka4w200/
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://r.gnavi.co.jp/k311001/


外全てOK）

無国籍な空間でお待ちしています。

TEL：072−778−3800�住所：伊丹市中央6-1-5-2F�通常営業：17：00〜27：00(LO26:00)�月曜定休

42．42． 伊丹シティホテル 伊丹シティホテル ルフラン���12：00〜23：00ルフラン���12：00〜23：00  

当日はシェフ特製のローストビーフのサラダと生ビール、ワイン、角ハイボールでお楽

しみ下さい。多数ご用意しておりますが、万一品切れの節はご容赦下さい。

TEL：072−777−2091�住所：伊丹市中央6-2-33�通常営業：10：00〜23：00�無休

43．家庭料理 うめ家���16：00〜23：0043．家庭料理 うめ家���16：00〜23：00

バルメニューは、お好きなドリンク1杯とあわふ田楽。バルのお客様はカウンター席で、

一般のお客様はお座敷で対応させて頂きます。バルメニューの方も追加オーダーできま

す。詳しくは「うめ家」で検索！（限定200食）

TEL：072−782−6669�住所：伊丹市宮ノ前1-2-34�通常営業：11：30〜14：00/17：00〜24：00�日曜定休

44．ファイン Fine���12：00〜17：0044．ファイン Fine���12：00〜17：00   

こだわって点てましたヨーロピアンブレンドコーヒーとバナナシフォンケーキで素敵な

時間を過ごす空間にご利用下さい。

TEL：072−783−7030�住所：伊丹市宮ノ前1-3-30ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ1F�通常営業：9：30〜18：00�水曜定休(祝日の場合木休)

45．Jammin（ジャミン）���14：00〜24：0045．Jammin（ジャミン）���14：00〜24：00   

めっちゃ旨いたこ焼き！お味はソース、醤油、ポンズで。お酒も各種揃えています。お好み

のお酒orソフトドリンクでたこ焼を吟味してください！たこいち（昆陽池）の姉妹店です。

ご来店お待ちしています。

TEL：072−778−6578�住所：伊丹市宮ノ前1-4-15�通常営業：11：00〜24：00�月曜定休(祝日は営業)

46．喫茶カッズ���13：30〜18：0046．喫茶カッズ���13：30〜18：00   

当店のコーヒーは、際立つ香りとなめらかな口当たりを目指して、心を込めて1杯ずつ

丁寧にたてています。明るい雰囲気の中で、三種類のケーキの中からお好きなものと共

に、ゆったりと贅沢なひとときをお楽しみください。

http://www.youtube.com/watch?v=9rxjk32vQsc
http://www.itamicity-h.com/html/restaurant/refrain.html
http://www.youtube.com/watch?v=eqlAPK85yY8
http://gpado.jp/kansai/hyogo/28207/100/3201-00091807-000/shop_top/
http://www.youtube.com/watch?v=GrRN57oO9g0
http://www.youtube.com/watch?v=7TnkryC6kww
http://www.youtube.com/watch?v=LhoPrPQ4VSM


TEL：072−785−7621�住所：伊丹市宮ノ前2-1-7�通常営業：9：00〜18：00�日曜定休

47．47． カフェモールカフェモール 集い���12：00〜20：00集い���12：00〜20：00   

バルセットは、①サンドウィッチ＋フリードリンク（モチモチ感の「パンネル」の味をお確

かめ下さい）�②シフォンケーキ＋フリードリンク（前回売り切れ続出の甘さをおさえた

ケーキをどうぞ）�③ビール＋おつまみ

TEL：072−785−3625�住所：伊丹市宮ノ前2-1-2みやのまち4号館106号�通常営業：7：00〜18：00(日祝は8:00〜)�月
曜定休

48．平八亭 伊丹店���12：00〜23：0048．平八亭 伊丹店���12：00〜23：00  

南紀串本から直送の鮮魚にこだわったメニューを各種とりそろえております。当日のバ

ルメニューは、平八亭名物かつおのたたきと生ビールをご用意しました。

TEL：072−775−2432�住所：伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙB1F�通常営業：17：00〜23：00�無休

49．ホルモン立処 和田家���14：00〜24：0049．ホルモン立処 和田家���14：00〜24：00   

いつもニコニコワイワイのお店です。当店自慢のハイボールと一緒にホルモンを堪能し

てください。待っています。

TEL：072−770−2234�住所：伊丹市中央1-5-5ﾎﾞﾝﾄﾝﾋﾞﾙ1F�通常営業：17：00〜25：00�無休

50．串かつ吉野���12：00〜20：0050．串かつ吉野���12：00〜20：00  

串かつ屋でドラフトギネスが飲めるのは（たぶん）世界中で当店だけです。200食限定

でドラフトギネスビールと味じまんの串かつ3本のセットをご用意しました。

TEL：072−772−0913�住所：伊丹市中央1-5-5
通常営業：12:00〜14:00/17:00〜22:30�土日祝11:30〜22:30(金土は25:00まで)�無休

▲このページのトップへ

51．居酒屋 薩摩���12：00〜22：0051．居酒屋 薩摩���12：00〜22：00  

①毎週金曜日は、生ビール半額でやってます。②毎週火曜日は、鹿児島直送の3種盛りを

￥780です。（ご来店の方は、焼酎を1杯サービスさせて頂きます）�③常日頃は、おふく

http://www.youtube.com/watch?v=XzNNw4LhX5U
http://www.youtube.com/watch?v=x6joXB6La_4
http://r.gnavi.co.jp/k010109/
http://www.youtube.com/watch?v=QgGRssS1UYM
http://www.youtube.com/watch?v=2w_zeBYJodo
http://r.gnavi.co.jp/k741600/
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://www.youtube.com/watch?v=qKm9HzJ3y0s
http://r.gnavi.co.jp/ka4n500/


ろの味で頑張っておりますので、皆様のお越しをお待ちしております。

TEL：072−785−7838�住所：伊丹市中央1-6-3尾仲ﾋﾞﾙ3F�通常営業：13：00〜17：00(ｶﾗｵｹ)/18：00〜24：00(居
酒屋)�無休

52．韓鍋酒場 いちから���17：00〜22：0052．韓鍋酒場 いちから���17：00〜22：00      

7月からオープンしました、いちからです。ヨロシク！！韓国直送生マッコリが飲める店で

す。

TEL：072−770−0669�住所：伊丹市中央1-6-3尾仲ﾋﾞﾙ2F�通常営業：17：00〜24：00�不定休

53．焼肉いちりき���17：00〜22：0053．焼肉いちりき���17：00〜22：00     

バルメニューは、和牛の特上カルビをふんだんに使った、カレー丼（ミニ）orカルビクッパ

（ミニ）

TEL：072−772−8529�住所：伊丹市中央1-6-4�通常営業：17：00〜24：00�月曜定休

54．中華料理 憩54．中華料理 憩 （いこい）（いこい） ���12：00〜21：30���12：00〜21：30    

バルメニューは、杏露酒と豚バラ肉の蒸煮です。

TEL：072−773−0918�住所：伊丹市中央1-6-3�通常営業：11：30〜22：30�木曜定休

55．純白そば月山（本店）���14：00〜21：3055．純白そば月山（本店）���14：00〜21：30   

創業50年の伝統の味。自慢は絶品の「純白そば」！ダシには上級昆布とカツオを使用し、一

番ダシを調合し作り上げています。蕎麦だけでなく、うどん・丼・定食など数多く揃えてお

ります。

TEL：072−773−0935�住所：伊丹市中央1-7-18�通常営業：11：00〜21：30�無休

56．スマイル★キッチン★���14：00〜17：00/18：00〜22：0056．スマイル★キッチン★���14：00〜17：00/18：00〜22：00   

今回、日曜開催とういうことで初参加させていただきます。初めての方、気になっていた方は

この機会に是非来店してみて下さい。お待ちしております。

http://www.youtube.com/watch?v=5leerwJbKRs
http://www.youtube.com/watch?v=xfOitvei6Ek
http://ww81.tiki.ne.jp/%7Esmilekitchen/


TEL：072−779−5087�住所：伊丹市中央1-7-14�通常営業：17：30〜24：00(金土26:00まで)�月曜祝日定休

57．伊丹復活酒場 和田家���14：00〜24：0057．伊丹復活酒場 和田家���14：00〜24：00   

当店では朝引きの鶏を使った料理を豊富に用意しております。お酒も多数種類を取り揃

えていますので、是非お待ちしています。

TEL：072−770−2234�住所：伊丹市中央2-1-1�通常営業：17：00〜27：00�無休

58．魚一献 ほこ���15：00〜20：0058．魚一献 ほこ���15：00〜20：00   

皆さんお元気ですか？バルってますか？献血してますか？「（7月21日現在）バル料理で悩

んで夜も眠れませんわなう！」的な感じですが、本番は、☆愛のあるメニュー☆を気合を入

れて作ります。ぜひお楽しみ下さい。

TEL：072−775−2918�住所：伊丹市中央2-4-12�通常営業：17：00〜24：00�日曜定休

59．きて屋 伊丹店���15：00〜25：0059．きて屋 伊丹店���15：00〜25：00   

但馬地鶏の備長炭火焼（限定100食）か、但馬地鶏の唐揚げ（限定100食）のどちらか

をお選び下さい。共に絶品です。

TEL：072−783−3007�住所：伊丹市中央1-6-4�通常営業：17：30〜25：00�木曜定休

60．新むさし���14：00〜21：3060．新むさし���14：00〜21：30    

すし、一品料理等の食事処です。古き良き旬の味を伝えていきたいと思っています。是非

ご賞味を！宴会場も御座います。

TEL：072−772−7235�住所：伊丹市中央1-6-7�通常営業：12：00〜22：00�木曜定休

▲このページのトップへ

http://www.youtube.com/watch?v=E6Z-Cb38nDQ
http://www.youtube.com/watch?v=66KfLDsPvb8
http://r.gnavi.co.jp/c067000/
http://www.youtube.com/watch?v=-9aiaeJaDJ4
http://www.youtube.com/watch?v=Tg8kTQEQnd4
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html


61．立ち飲み処「松」���13：00〜21：0061．立ち飲み処「松」���13：00〜21：00  

小さい店舗ですが、串カツを中心とした多数の料理をご用意しています。お得なバルメ

ニューを用意してお待ちしています。ぜひご来店下さい。

TEL：072−775−0621�住所：伊丹市中央1-9-2ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ1F�通常営業：13：00〜21：30�火曜定休

62．白玉屋���13：00〜21：0062．白玉屋���13：00〜21：00  

伊丹で一番古い立ち呑み屋です。kの機会に昔ながらの「立ち呑み」を体験してみません

か？気軽に“ちょっと一杯！”いかがですか？お待ちしております。

TEL：072−782−2455�住所：伊丹市中央1-9-21�通常営業：13：00〜21：00�水・第3木曜定休

63．奄美料理 きゅらむん���17：00〜20：0063．奄美料理 きゅらむん���17：00〜20：00    

バルメニューは、生ビールとジーマミ豆富（手作り）です。限定50食

TEL：072−778−0199�住所：伊丹市中央1-9-11池信ﾋﾞﾙ1F�通常営業：17：00〜24：00�不定休

64．64． 串揚げ専門店 串揚げ専門店 芦屋串の助 kura���12：00〜14：00/17：00〜22：芦屋串の助 kura���12：00〜14：00/17：00〜22：
3030

揚げたての串カツとおいしいお酒をご用意して、みなさまのご来店をお待ちしておりま

す。

TEL：072−783−1110�住所：伊丹市中央3-1-28-1F�通常営業：11：30〜14：00/17：00〜23：00�火曜定休

65．だんらん処 一（ichi）���12：00〜14：0065．だんらん処 一（ichi）���12：00〜14：00   

旬の食材でお待ちしております。

TEL：072−784−8615�住所：伊丹市中央3-1-28-2F�通常営業：11：00〜14：00/17：00〜26：00�水曜定休

66．Live&Bar Tomorrow���15：00〜26：0066．Live&Bar Tomorrow���15：00〜26：00  

お客様が歌や演奏の出来るお店です。楽器だけでもOK。歌うだけでもOK。聴くだけでも

もちろんOKです。デザート＆ドリンクをご用意してお待ちしております。

http://www.youtube.com/watch?v=PRjguENzG2U
http://www.youtube.com/watch?v=O_rYVdD8LXo
http://www.youtube.com/watch?v=ncNRWlnzeiw
http://r.gnavi.co.jp/k647206
http://www.youtube.com/watch?v=18socLOk-es
http://msa.gyao.ne.jp/HP/ichi/?t=3kJE6
http://www.youtube.com/watch?v=c2auI3sGcNA
http://www.geocities.jp/tomorrow2893/top.htm


TEL：072−784−3040�住所：伊丹市中央3-2-6ICBﾋﾞﾙB1�通常営業：19：00〜27：00�日曜定休

67．クロスロードカフェ���14：00〜21：0067．クロスロードカフェ���14：00〜21：00  

ギャラリーカフェ・情報発信基地。今回のバルメニューは、ブローク（ガーナの野菜炒め）

orチキン＆ベジタブル炒め＆クスクスのトマトソース添え＋生ビール（ジョッキ）。カフ

ェバルでは、ケーキセット（2種盛り）をご用意しています。

TEL：072−777−1369�住所：伊丹市中央3-2-4�通常営業：9：00〜20：00�月曜定休

68．西洋懐石 アンシャンテ���18：00〜21：3068．西洋懐石 アンシャンテ���18：00〜21：30  

バルの本場スペインの伝統的な食前酒「情熱のサングリア」とバスク地方の代表的な家庭

料理「イカの墨煮」をご用意。もちろん地元の農家で育てた新鮮な野菜を使った料理も2

種お召し上がりいただきます。是非この機会に「三味一体」いや「 珍珍味一体」のコラボを

お楽しみ下さい。

TEL：072−777−2741�住所：伊丹市中央3-2-27�通常営業：11:30〜14:30/14:30〜21:30�月・第3火曜定休(祝祭日は翌
日)

69．白雪ブルワリービレッジ 長寿蔵���14：00〜22：3069．白雪ブルワリービレッジ 長寿蔵���14：00〜22：30    

蔵内のブルワリーで醸造した造りたてのビールと日本酒、酒粕を使ったオリジナル料理

やベルギー風料理などをご用意。席数は約200席。酒蔵特有の古い柱や梁などが醸し

出す落ち着いた店内で、ゆったりとお過ごし下さい。

TEL：072−773−1323�住所：伊丹市中央3-4-15�通常営業：11：30〜22：30�第2火曜定休

70．吉松亭���12：00〜18：0070．吉松亭���12：00〜18：00  

自慢のお料理3品とワンドリンク（生ビール、チューハイ、焼酎）

TEL：072−785−6450�住所：伊丹市伊丹1-2-15本町ｺｰﾎﾟ101�通常営業：17：00〜23：00�日祝定休

▲このページのトップへ

71．鮨 千寿���12：00〜21：0071．鮨 千寿���12：00〜21：00

楽しみにきて下さい！！

http://www.youtube.com/watch?v=LhdtDbDGF6s
http://www.crossroadcafe.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=tLVFB6rrsvc
http://r.gnavi.co.jp/c889400/
http://www.youtube.com/watch?v=Rr9kbxzNINs
http://choujugura.com/restaurant/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=nrAsaPJvtAE
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_mise.html
http://www.youtube.com/watch?v=2pIaenyNT8s
http://r.gnavi.co.jp/c700400/


TEL：072−782−3084�住所：伊丹市伊丹1-13-56�通常営業：11：00〜22：00�月曜定休

72．鉄板酒処 さくら���16：00〜20：0072．鉄板酒処 さくら���16：00〜20：00   

カウンターだけのお店ですので、お気軽にお立ちより下さい。限定50食

TEL：072−783−6090�住所：伊丹市伊丹2-1-17�通常営業：16：00〜22：30�日曜定休

73．串かつ やんなか���12：00〜14：3073．串かつ やんなか���12：00〜14：30   

12：00〜14：30の50食限定のランチです。お客様に喜んでいただけるよう努めま

す！（ご予約はお受けしておりません）

TEL：072−781−8655�住所：伊丹市伊丹2-2-12-1�通常営業：17：00〜24：00(最終入店22:30)�元日休

74．楓我���17：00〜21：30（入店まで）74．楓我���17：00〜21：30（入店まで）   

新鮮な魚介類や地鶏を使った和食のお店です。伊丹のまちなかバル当日は、秋の味覚「秋

刀魚」の柚庵焼きを中心とした3点盛を用意いたしましてお待ちしております。是非ご来

店下さい。（限定200食）

TEL：072−772−7699�住所：伊丹市伊丹2-2-12�通常営業：11：30〜13：30/17：30〜21：30(LO)�水曜定休

75．創作中華 扇���17：30〜21：0075．創作中華 扇���17：30〜21：00  

大衆と高級の中間的位置付けの伊丹で愛される創作中華店を目指します。1皿あたりの

量を少なめにし、多くのメニューを楽しんでいただき、お腹にも財布にも優しいお店に致

します。さらにお酒も充実いたしました。限定150食

TEL：072−747−3338�住所：伊丹市伊丹1-8-25-1
通常営業：17:30〜23:00(金土は24:00まで)�土日祝11:30〜15:00�月曜定休（祝日の場合火曜）

76．すし楽���17：00〜22：0076．すし楽���17：00〜22：00   

バルによって新しいお客様との出会いを楽しみにしています。

http://www.youtube.com/watch?v=O4_EpE0bKbw
http://www.youtube.com/watch?v=Y2Pm2Amxths
http://www.youtube.com/watch?v=FjFaXwQf9Cc
http://www.youtube.com/watch?v=9DOaG_Sr2YU
http://ggyao.usen.com/0004101291/
http://www.youtube.com/watch?v=8-QZumZRUx4


TEL：072−785−1087�住所：伊丹市伊丹1-8-24�通常営業：11：30〜15：00/17：00〜26：00�月曜定休

77．鉄板DINING 十一���14：30〜15：3077．鉄板DINING 十一���14：30〜15：30  

今回は、といち自慢の厳選但馬牛を、本格デミグラスソースでじっくりと煮込んだビーフ

シチューに、とろっとろのチーズをのせたこだわりの一皿です。大変手間と時間のかかる

料理ですので、限定50食のみとさせていただきます。

TEL：072−770−3711�住所：伊丹市伊丹1-8-22-4
通常営業：11：30〜14：30(LO14:00)/17：30〜 22：00(LO21:00)�水曜定休

78．奥出雲そば処 一福���14：00〜19：3078．奥出雲そば処 一福���14：00〜19：30   

バルメニューは、奥出雲産まいたけの天ぷら、割子そば1枚、ビール（小びん）です。手打

ちそばを一度食べてみて下さい。

TEL：072−779−8050�住所：伊丹市伊丹1-8-22-3�通常営業：11：00〜20：00�月曜定休

79．ナゴミヤ���14：00〜21：00(L.O)79．ナゴミヤ���14：00〜21：00(L.O)  

まちなかバル限定復活！

カレー皿うどん＋角ハイボールorソフトドリンク各種。

TEL：072−777−7538�住所：伊丹市伊丹1-8-22-2�通常営業：11：00〜21：00(LO)�無休

80．豆富庵さらら���のみバル 16:00〜18:30/カフェバル 15:00〜18:0080．豆富庵さらら���のみバル 16:00〜18:30/カフェバル 15:00〜18:00    

ビールと相性抜群の枝豆がたっぷり入った枝豆豆富に、口の中でとろけるような厚揚に

おだしをかけて。そして濃厚なゆばを堪能して下さい。カフェバルは当店自慢の豆乳をふ

んだんに使用したソフトクリームにわらびもち。ソフトドリンク1杯付きです。

TEL：072−775−3636�住所：伊丹市伊丹1-8-22-1�通常営業：11：00〜18：45(LO)�無休

81．奄（あま）んちゅ���17：00〜19：0081．奄（あま）んちゅ���17：00〜19：00     

奄んちゅ特製タレで味つけしたゴーヤチャンプルは、みそ味が大好評です。当店自慢の

一品です。香り高い黒糖焼酎とセットでお召し上がり下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=jAqMCIDla2A
http://www.teppan-toichi.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GXWi-nMjaww
http://www.youtube.com/watch?v=OkyFoQcVEGE
http://www.soul-to.com/nagomiya/
http://www.youtube.com/watch?v=YUr-j-9a81M
http://tajimaya-foods.co.jp/tofuan/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=TqDmytHyQm0


TEL：072−784−2629�住所：伊丹市伊丹1-10-15ｱﾘｵ1�通常営業：10：00〜15：00/17：00〜21：00�第1･3火曜定
休

82．繁盛たこ 伊丹本店���15：00〜22：0082．繁盛たこ 伊丹本店���15：00〜22：00   

生だこ釜ゆでの本格たこやき、繁盛だこ。キンキンに冷えたビールとのセットは、もう最

高です。

TEL：072−773−5855�住所：伊丹市伊丹1-10-15ｱﾘｵ1�通常営業：11：00〜22：00�無休

▲このページのトップへ

     

http://www.youtube.com/watch?v=Cti8Na_0Od4
http://itami-tc.com/public_html/tyousa/ikkatujosei/bar_about.html

