第
五
回

伊丹まちなかバル参加店リスト
あと
バル

左の印がついた「あとバル」協力店で
は 11 月 13 日（日）〜 20 日（日）の期
間、支払いの一部に 1 枚 600 円の金
券としてご利用いただけます。

http://brasserie1-papanoel.com

1

カジュアルフレンチ
ブラッスリー

パパノエル

あと
バル

15:00-18:00

初

今回 5 回目にしてついに記念すべ
き 100 店舗に達しました。
そのうち
初参加のお店は 11 店。新しいバル
の仲間です。

13 ふぐ料理 前原

12:00-14:00
17:00-24:00

初

生ビール又はチューハイとふぐの串あげを限
定 50 食。

12:00-14:00/17:00-25:00（LO24:00) 不定休
☎770-0701 西台 5-7-22【通常営業】11:30-15:00(L.O14:30）/ 18:00-23:00（L.O22:00）不定休 ☎785-5199 西台 1-6-9-1F【通常営業】
日祝 17:00-23:00（LO22:00)

13:30-15:00

大分･中津からあげ「たんでん」 初 19:00-21:00

14 焼とり屋 番鳥

味は「塩ニンニク」と「しょうゆ」の２種類。
毎日、朝引鶏を捌いて処理することにより、
臭みも無くジューシーな味わいに仕上げてい
ます。バル当日は昼 50 セット、夜 50 セット
の限定メニュー。どうぞお楽しみください。
☎772-1772 西台 2-5-13【通常営業】11:30-13:30/17:30-22:30（LO) 火休
http://arcadinoe.jp

3

アルカディノエ

Arca di Noè

12:00-22:00

※ｷﾞｬﾗﾘｰは催事により変更あり

4

大陸飯店

12:00-22:00

☎773-0146 西台 5-7-25【通常営業】11:00-24:00 無休

韓国家庭料理 ちゅん亭

初

あと
バル

12:00-16:00

15

6

12:00-15:00
18:00-25:00

らーめん処 我風庵

7

居酒屋 ばくだん

16

※昼夜ともに LO30 分前

http://r.gnavi.co.jp/k377300/ あと

☎778-0159 西台 1-6-24【通常営業】11:30-14:00/18:00-23:00
（日祝 22:00）水休
※LO10 分前

バル

15:00-20:00

今回は「昼からバル」をコンセプトに本場ス
ペインのバルの雰囲気を楽しんでください！
いつもと違うレッドでいつもと違うメニュー
をご用意してお待ちしております。時間は短
いですが気合たっぷりです！！

20:00-27:00

18 イツモノトコロ

バル

12:00-20:00

今回のスープは “ ワカメと牛肉のスープ ” で
す。皆様の御来店心よりお待ちしています。
バルメニューはワカメと牛肉のスープ・ホッ
トコーヒー・クルミパン（限定 40 食）
☎772-5691 西台 2-4-3【通常営業】10:30-21:00 水休

Restaurant&DiningBar CREW

あと
バル

20:00-27:00

秋の装いたっぷりの autumn cocktail をオリ
ジナルで御用意します。デザート感覚ですョ。

☎773-3911 西台 1-6-11【通常営業】20:00-27:00 無休

12

ほろ酔い処 勿忘草

14:00-23:00

雑貨も販売しているゆったりとしたカフェで
す。ミニサイズのアフタヌーンティーセット
を御用意してお待ちしております。
（限定 50 食）

19

個室･天婦羅･鉄焼鍋せいろ蒸し 旬彩和創

あと
バル

雲集 12:00-27:00

旬の素材を彩り鮮やかに和食の創作でご提供
します。もちろんバルメニューも季節に合わ
せた旬の素材を使った自慢の創作料理を !! 清
酒発祥の地、伊丹の日本酒をはじめとしたお
酒も種類多くご用意いたしております。
☎775-5677 西台 1-2-6-3F【通常営業】17:00-25:00 不定休

20 旬彩・寿し処 濱鮓

あと
バル

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！
バル

21 野乃鳥 備丹蔵

15:00-22:30

地域一番店になれる様、気持ちの入った焼鳥、
料理、お酒に心がけて、居心地のいい空間や
間を作っていきたいと店長はじめスタッフみ
んなでがんばっていますので、立ち寄ってみ
て下さい。

http://ourfavorites.jp/ あと

11

初

http://r.gnavi.co.jp/k173601/

22

個室 魚串 野菜串 炙り家

あと
バル

ええねん 伊丹本店 12:00-27:00

旬鮮魚のお造りをはじめ、旬の魚と野菜を焼
き鳥感覚でお手軽にお召し上がれる「魚串」
と「野菜串」がメインのお店です。今回も旬
の素材をふんだんに使ったお料理と種類豊富
なお酒をご用意いたしております。
☎773-3345 西台 1-2-6 -B1F【通常営業】17:00-25:00 不定休
※金･土･祝前日は 27:00 まで

23 珈琲館 伊丹店

あと
バル

12:00-19:30

珈琲館 伊丹店の 1 番人気メニュー ” 手焼き
ホットケーキ ” に抹茶アイスをそえて。秋の
おすすめスペシャルコーヒーと共に味のコラ
ボをお楽しみ下さい。スタッフ一同心よりお
待ちしております。
☎782-2588 西台 1-2-6-B1F【通常営業】8:00-19:00 無休

あと
バル

17:00-27:00

勿忘草名物海鮮小鍋を御用意。限定 150 食で
す !!

☎773-3922 西台 1-6-11【通常営業】17:00-27:00（金･土 17:00-29:00）火休

☎770-0132 中央 1-2-6-1F【通常営業】17:00-27:00 無休

26 LiveHouse&Bar ALWAYS

あと
バル

17:00-26:00

http://gpado.jp/kansai/hyogo/28207/170/3201-00091428-000/shop̲top/

24 伊丹 WADO

19:00-28:00

本気と書いて「マジ」！朋友と書いて「ポン
ヨウ」！伊丹 WADO は本気で貴方の朋友に
なりたい！みなさまのご来店、心よりお待ち
しております。
☎775-2205 中央 1-2-5-1F【通常営業】18:00-29:00（日 18:00-24:00）無休

37 Taverna Pecorino

27 SHOT BAR Sunafukin

17:00-21:00

28 ヒロコーヒー 伊丹中央店

あと
バル

18:00-21:30

阪神ぱど

38 串カツ居酒屋 らくだ屋

あと
バル

29 cafe Mon

12:00-22:00

30 お好み焼＆鉄板焼 ju:ju

12:00-22:00

当店オリジナルミニほっこり焼かミニスジコ
ンネギ焼と生ビール・チューハイ・ハイボー
ル・ソフトドリンクを御用意して御待ちして
おります。
（LO20:15）
☎785-3994 中央 1-1-1 伊丹ショッピングデパート 5F【通常営業】11:00-21:00 月 1 回火曜休
http://r.goope.jp/itami/top

31 麺処 萬寿味

あと
バル

12:00-22:00

当店自慢のそばずしをぜひ味わって下さい！
今回は 22 時までお待ちしております。アル
コールだめな方にはコーヒー、カルピス、ウー
ロン茶、オレンジジュースなどご用意してお
ります。

（20:00 までに入室）
☎777-0635 中央 1-1-1 伊丹ショッピングデパート 5F【通常営業】11:00-21:00 月 1 回火休

32 みどり園

あと
バル

12:00-19:30（LO）

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。全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ください。
☎772-3562 西台 1-1-1 リータ 1F【通常営業】10:00-20:00 第 3 水休

33 純白そば月山（リータ店）

あと
バル

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。

34 とんかつ 花むら伊丹店

35 カフェハウス cha 茶 cha

12:00-19:00

あと
バル

12:00-20:00

ハニートースト and ソフトドリンク
アイスクリーム三昧 and ソフトドリンク
※ソフトドリンクは（コーヒー、紅茶、オレ
ンジジュース、マンゴージュース！！）
☎783-8128 西台 3-8-2【通常営業】8:30-20:00 日祝休
http://r.gnavi.co.jp/c023502/

36 BAR OWL

あと
バル

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
しみ下さい。

☎771-1818 西台 3-8-4【通常営業】20:00-27:00 月休

12:00-18:00

39 鳥芳 トリッキー

☎773-0918 中央 1-6-3【通常営業】11:30-22:30 木休

17:00-23:00

http://www.r-anton.com

アントン

あと
バル

12:00-20:00(LO)

☎770-2923 西台 3-1-12【通常営業】11:30-15:00(LO)/17:00-21:00(LO) 水休
http://qoorie.com

41 陽楽房

初

あと
バル

12:00-19:00

☎090-8208-3415 中央 2-2-20【通常営業】10:30-14:00 土日休

伊丹復活酒場 和田家

43 魚菜と地酒 ほこ

14:00-29:00

☎772-7235 中央 1-6-7【通常営業】12:00-22:00 木休

54 伊丹 安兵衛

☎775-2918 中央 2-4-12【通常営業】17:00-24:00 不定休

あと
バル

14:00-20:00

9 月 OPEN の新しい店です。
限定 80 食、カレーとナン＋指定の１drink

☎090-9045-0198 中央 1-7-13【通常営業】11:00-24:00 日祝休

16:00-21:00

17:00-19:00

15:00-22:00

バル

12:00-20:00

15:00-27:00

☎772-3984 中央 1-9-22【通常営業】17:00-24:00 月休

あと
バル

13:00-21:00

世界中で一番たくさん飲まれている黒ビール
【ギネス】、世界中で【生樽のギネス】が飲め
る串かつ屋は（たぶん）当店だけ！！
『ギネス＋串かつ 3 本』200 食限定。
☎772-0913 中央 1-5-5【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00 月･第 1､3 火休
※週末 11:30-24:00
あと

バル

13:00-22:00

新年会 二次会 忘年会 同窓会 歓送迎会
他。2 名様〜 70 名様まで歌って踊って飲み放
題。会費は幹事さんと交渉 OK。
☆バルメニュー 130 食限定

12:00-18:00

あと
バル

67 奄美料理 きゅらむん

12:00-17:00

69 千歳ワイナリー

13:30-22:30

58 立ち飲み処「松」

あと
バル

13:00-21:30

12:00-15:00
17:00-22:00

※金土祝前 24:00 土日祝ランチ休
☎772-8989 中央 1-5-18 伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ2Ｆ【通常営業】12:00-14:00/18:00-23:00

17:00-27:00
（LO26:00)

当日はバルメニューをご用意しております。
当店自慢のにんにくダレを一度ご賞味下さ
い。やみつきになります。テーブル、掘りご
たつ席もありますので団体様もお越し下さ
い。
☎778-6814 中央 1-5-18 伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ1Ｆ【通常営業】17:00-27:00（LO26:00）無休

15:00-23:00

77

蒸し料理とワインのお店

70 三笠屋

伊丹で検索 あと

バル

17:00-24:00

☎782-6669 宮ノ前 1-2-34【通常営業】11:00-14:00/17:00-24:00
（土日祝休）
（日休）

あと
バル

12:00-16:00

☎783-7030 宮ノ前 1-3-30-1F 伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ 1F【通常営業】10:00-19:00 水休

Pizzeria Trattoria Kazu

あと
バル

のちゅーぼー 12:00-15:00

水休
☎770-0217 宮ノ前 1-3-30-1F 伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ 1F【通常営業】11:30-15:00/17:30-24:00
http://r.gnavi.co.jp/k370600/

12:00-20:00

当店で 1 番人気の中トロ巻寿司 80 食。

☎775-3088 中央 4-3-21-201【通常営業】17:00-25:00 不定休

☎768-7751 中央 4-6-3【通常営業】17:00-23:00 火休

あと
バル

89 和・焼肉 BAMBINO

12:00-23:00

独自ルートがあるから新鮮な焼肉・ホルモン
を破格の値段で味わえます。焼肉屋にないイ
タリアンドルチェもご用意。落ち着きのある
店内で、バルメニューをどうぞ！
☎779-9977 中央 5-4-1-2F【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:30 無休

90 鉄板酒処 さくら

あと
バル

16:00-20:00

立呑みです。お気軽にお立ち寄りください。
限定 50 食

12:00-18:00

91 創作中華 扇

・サンドウィッチセット―モチモチした「パ
ンネル」のパンとお好きなドリンク
・ケーキセット―毎回好評のある甘さをおさ
えたシフォンケーキとお好きなドリンク
☎785-3625 宮ノ前 2-1-2-106【通常営業】7:00-18:00 月休

79 Dining Bar Garden

あと
バル

18:00-27:00

☎770-6611 宮ノ前 2-1-11【通常営業】18:00-27:00 水休

http://tomorrow28.web.fc2.com/index.html あと

80

バル

Tomorrow

19:00-27:00

☎747-3338 伊丹 1-8-25-1【通常営業】
11:30-14:30（金除く）/17:30-23:00（火･水･木）月休
17:30-24:00（金･土）/17:30-21:00（日祝）

あと
バル

92 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。

☎785-1087 伊丹 1-8-24【通常営業】11:30-15:00/17:00-26:00 月休
http://www.teppan-toichi.com あと

93

鉄板 DINING

音楽を生演奏で楽しんで下さい。一度のぞい
てみて下さい。

http://www.crossroadcafe.jp/ あと

バル

81 クロスロードカフェ

12:00-20:00

バル

82 西洋懐石 アンシャンテ

18:00-21:00

1 部 14:00-16:00
2 部 20:00-21:00

十一

バル

今回も、素材と手づくりにこだわったバルメ
ニ ュ ー、「但 馬 牛 特 製 コ ロ ッ ケ 限 定 200
食！」で皆様のご来店をお待ち致しておりま
す。
☎770-3711 伊丹 1-8-22-4【通常営業】11:30-14:30/17:30-22:00 水休
（LO14:00）（LO21:00）

94 奥出雲そば処 一福

「伊丹まちなかバル」定番のお店。ギャラリー
カフェ。バルメニューは新メニュー「ココナッ
ツカレー」とブローク ( ガーナ風野菜炒め )
と生ビール or ガーナビール or ソフトドリン
ク又は二種盛ケーキセット。
☎777-1369 中央 3-2-4【通常営業】9:00-20:00 月休
http://r.gnavi.co.jp/c889400/ あと

17:30-21:00

今回のバルメニューはカラアゲと生ザーサイ
の和え物です。生ビールの他中国酒や中国茶
も用意しております。当日夜はバル営業のみ
で頑張りますので、ぜひご来店ください。

限定 100 食 !!
友達、お１人、そして家族で飲んで食べて会
話を楽しめるお店、そして、大型スクリーン
で、音 楽、ス ポ ー ツ etc を 楽 し め ま す !!
welcome!!

あと
バル

14:00-19:00

本場、出雲の味を一度、食べてみて下さい。

☎779-8050 伊丹 1-8-22-3【通常営業】11:00-15:00/17:00-19:30 月休
※11:00-20:00（土日）

95 ナゴミヤ

今回のバルは「アンシャンテ × 地中海」
イタリアのフルーティーな白ワインを片手に
特製イカスミのスップリと伊丹ならではの食
材とのフュージョン。シェフ渾身の 3 品をど
うぞお楽しみ下さい！

83

あと
バル

15:00-21:00

前回は参加できませんでしたので今回はその
リベンジです！オリジナルでブレンドした
ミックススパイスを使用したバル限定メ
ニューをご用意しておまちしております。
☎767-6510 伊丹 1-8-22-2【通常営業】11:00-21:00（LO）木曜のみ 15:00 まで

白雪ブルワリービレッジ長寿蔵

17:00-23:00

韓流イケ店スタッフにいつでも会える旨い焼
肉の店 !! 焼肉のみならず韓国料理も隠れメ
ニューとして大人気。常連客様にだけの特別
裏メニューやイベントも盛沢山。イケテン目
あてに毎週来店されるファンも続出♡
☎773-8298 宮ノ前 1-4 みやのまち 3 号館 1F【通常営業】17:00-23:00 月休

12:00-21:00

96 豆富庵さらら

※Food Last 21:30・Drink Last 22:00
☎773-1111 中央 3-4-15【通常営業】11:30-22:30 第 2 火休、12/31、1/1

http://r.gnavi.co.jp/k647206/ あと

84 芦屋串の助 kura

12:00-14:00
17:00-22:00

バル

☎775-3636 伊丹 1-8-22-1【通常営業】11:00-19:45 無休

97 鮮菜 楓我

バルで好評のマロン豚の串をボリューム UP
で 用 意 し て お り ま す。ド リ ン ク は 通 常 メ
ニューサイズで提供します。また、当日に来
店頂きましたお客様にお得なサービス券を配
布します。
☎783-1110 中央 3-1-28-1F【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00 火休
(LO13:30) (LO22:30)
あと

バル

85 だんらん処 一 ichi

12:00-14:00

16:00-20:00
昭和元年から伊丹で寿司一筋。当日は、すし
善自慢のお寿司と生ビールかお酒のセットで
ご奉仕させていただきます。
（限定 150 食）

☎782-2344 中央 2-9-12【通常営業】11:00-14:30/17:00-21:30 月休
http://www.itamicity-h.com/ あと

87

バル

伊丹シティホテルロビーラウンジ

ルフラン 12:00-23:00

当日はサイコロステーキと合鴨スモークのサ
ラダでお待ちしていますので、どちらか一方
をお選び下さい。ドリンクは生ビール、ハイ
ボール、日本酒カクテル、赤ワイン、白ワイン。
☎777-2091 中央 6-2-33【通常営業】10:00-23:00 無休

17:00-21:30

☎772-7699 伊丹 2-2-12【通常営業】11:30-13:30（LO）/17:30-21:30（LO）
水休

98

酒蔵食堂 bodega
（ボデガ） 初

あと
バル

17:00-27:00

はじめまして。9 月末日オープンしたボデガ
です。「酒とワインとおいしい仲間」をコン
セプトに豚肉料理を中心としたメニューで皆
様をお待ちしております。ゆっくりできる店
内でおいしい仲間を楽しんでください。
伊丹 2-2-18-1F【通常営業】12:00-15:00/17:00-27:00 無休

あと
バル

86 すし善

あと
バル

新鮮な魚介類や地鶏等を使った料理が気軽に
食 べ ら れ る お 店 で す。当 日 は バ ル 特 製 メ
ニュー【穴子の豊年蒸し…伊丹名産自然薯餡
かけ】をご用意しましてお待ちしております。
（限定 200 食→品切れ時は別対応）

新鮮なお魚をご用意してお待ちしておりま
す。

☎784-8615 中央 3-1-28-2F【通常営業】11:00-14:00/17:00-26:00 水休

16:00-19:45

豆富庵のおいしいおからを炊きあげた一品
に、柴漬け豆富、あつあつをお召し上がりい
ただくだしかけ絹厚揚げの三品と、ビール、
日本酒、焼酎、梅酒をご用意しております。

世界№1 に輝いたスノーブロンシュをはじめ、
清酒発祥の地ならではのお酒も用意してま
す。

今回も、ポモドーロ（トマトソース スパゲ
ティ）＋ワイン !!
限定 100 食です。

74 伊丹郷 本陣

あと
バル

78 カフェモール 集い

《 味・コク・香り 》
最大限に極めるコーヒー
バナナシフォンケーキに手作りジャムをそえ
て！！

73

12:00-16:00

☎785-1164 宮ノ前 2-1-2 伊丹みやのまち 4 号館 1F【通常営業】11:30-14:30/17:00-24:00 不定休 ☎783-6090 伊丹 2-1-17【通常営業】17:00-22:30 日休

バルメニューはあわふ田楽 300 食です。
さらにバルの方限定、泉佐野漁港で買い出し
した新鮮魚の造盛を 500 円で提供致します。

72 喫茶・軽食 ファイン

蒸 musun ん 12:00-27:00

拓味

季節の素材を生かし丁寧に作る、和食を中心
としたお料理を、落ち着いた雰囲気の中で
ゆっくりとお楽しみください。150 食限定で
お待ちしています。

今話題の蒸し料理がメインのお店です！ヘル
シーでさっぱり !! それでいて食べごたえのあ
る蒸し料理とワインを中心とした種類豊富な
お酒と供に皆様との出逢いを楽しみにお待ち
しております。

味と安さで 49 年。外はカリッと中はふんわ
りの自慢のたこやきです。ビールとの組み合
わせもバツグンです。ぜひお越しください。

71 家庭料理 うめ家

和風創作

http://www.tajimaya-foods.co.jp

14:00-19:00

☎772-8377 中央 5-2-9【通常営業】10:00-19:00 火休
うめ家

あと
バル

☎777-2741 中央 3-2-27【通常営業】11:30-21:30 月･第３火休

☎080-5345-2347 中央 5-2-7【通常営業】18:00-25:00 不定休

http://www.yakitori-amiya.co.jp

61 海鮮居酒屋 海

http://r.gnavi.co.jp/k173604/

昔は千歳町という町名だったことから千歳ワ
イナリーと名付けたレストランバー。
日本 PIZZA やオリジナルドレッシングのサラ
ダ等、本格的な創作料理がリーズナブルな価
格で味わえます。お気軽にお立ち寄り下さい。

小さな立ち飲み屋です。串カツを中心にいろ
いろな料理をご用意してます。気楽にぷらっ
とお立ち寄りください。

あと
バル

あと
バル

初

15:00-22:00

☎784-3040 中央 3-2-6【通常営業】19:00-27:00 日休

あと
バル

68 酒遊館 味蔵

あと
バル

☎773-1612 宮ノ前 2-1-6 みやのまち 4 号館 1F
【通常営業】18:00-25:00 火休

バルメニューはミミガーとアサヒ生ビール

伊丹で最も古い「立ち呑み屋」です。昔なが
らの立ち呑みスタイルを体験してみません
か？「立ち呑み屋のバルメニュー」をご用意
してお待ちしております。

60 炭火焼鳥専門店 あみや 伊丹店

あと
バル

88

新鮮な朝挽き鳥を使った備長炭での炭火焼を
ご堪能下さい。

創業は長いのですがあまり知られていない穴
場の店です。ぜひこの機会にお立ち寄り下さ
い。ファミリー一同心よりお待ちしておりま
す。

ふっくら焼き上げた当店自慢のお好み焼きと
じっくり煮込んだすじこんとビールの相性は
抜群 !! ご家族、ご友人とお気軽にお越しくだ
さい。スタッフ一同お待ちしております。

☎770-2234 中央 1-5-5 ボントンビル 1F【通常営業】17:00-25:00 無休
http://r.gnavi.co.jp/k741600/ あと

（ｶﾗｵｹ） （ｶﾗｵｹ居酒屋）
☎785-7838 中央 1-6-3-3F【通常営業】13:00-17:00/18:00-24:00 無休

66 鍋正（日進食品）

楽虎亭名物、六甲おろしポンズ。軟らかいハ
ラミ焼肉を、ダイコンおろしでさっぱりと！
冷たいビールとご一緒にどうぞ !! ドリンクは
ビール、チューハイ、ウーロン茶よりお選び
下さい。

59 やきやき鉃板 はる田

13:00-23:00

☎772-3765 中央 5-1-5【通常営業】
昼定食 11:30-14:00/ 居酒屋 17:00-23:00 日休

57 白玉屋

76 炭火焼 DINING 鳥心

海の幸、山の幸、いつも感謝。
＜バルメニュー＞春のバルでは好評で早期完
売でしたので、今回はたっぷり御用意。青森
県八戸産大とろしめ鯖と季節の小鉢＋( 生中
or 焼酎 or 酎ハイ or 酒 )
あと
バル

56 居酒屋 楽虎亭

http://r.gnavi.co.jp/c928400/

お陰様で開店 4 周年を迎えます。女性の方お
一人でもゆっくりお酒を楽しんで頂けるお店
です。バルメニュー限定 100 食

良質の和牛を伝統のタレで！
☆限定 100 食

☎775-0621 中央 1-9-2-1F【通常営業】13:00-21:30 火休

毎度おなじみ、大人気のホルモン MIX!!
自家製のタレでめちゃくちゃおいしい !!
是非お待ちしております。

48 居酒屋 薩摩

65 Dining ryu

あと
バル

☎778-0188 中央 1-9-11-1F【通常営業】17:00-24:00 不定休

55 焼肉いちりき

☎778-6578 宮ノ前 1-4-15【通常営業】11:00-24:00 月休（祝日は営業）

今年の秋から参加させて頂きます。お水を一
滴も使っていないお好み焼きとぶっかけ茶そ
ばをご用意させて頂きました。ドリンクはグ
ラスビール、ミックスジュース、ウーロン茶、
コーラのいずれか一点。限定 100 食。

グラスビールはスーパードライ！地酒の老松
上選一合、グラスワイン（どれか１種）と揚
げたて串カツ３本 or 秘伝の出汁で美味しい
おでん３種類！これを食さずにバルは語れな
い！御堪能あれ！子連れ OK（100% ジュース有）

☎782-2455 中央 1-9-21【通常営業】13:00-21:00 水休･第 3 木休

女性の方でもお一人でも気軽に立ち寄れるお
店です。くつろいでください。
バルセット 50 名様

47 串揚げ専門店 串かつ吉野

17:00-22:00

あと
バル

12:00-20:00

☎772-2736 中央 4-2-9【通常営業】10:30-19:30 木休

☎772-8529 中央 1-6-4【通常営業】17:00-24:00 月休

15:00-17:30

46 ホルモン立処 和田家

64 喫茶 &PUB 英（はなぶさ） 初

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。

９月に劇的にお店が変化した、『ほこ』でご
ざいます。今回は、短時間ですが『鯛茶漬け』
＆『日本茶』です。「何でノンアルコールやね
ん！」とは言わないで。美味しいもの出しま
すので！！来る価値は存分にあります。

45 SHOT BAR sob

14:00-21:00

☎772-2926 中央 1-6-7【通常営業】17:30-22:30 木休

☎770-2234 中央 2-1-1【通常営業】17:00-29:00 無休

初

http://mblg.tv/tomomito/

☎784-1688 中央 4-4-10-101【通常営業】15:00-23:00 火日休

新むさし

今回は、大人から子供まで大好きなからあげ
と心も体もあったまる鶏汁をご用意しまし
た。ぜひ、伊丹の町と和田家を楽しんで行っ
て下さい !!

44 OHANA オハナ

15:00-25:00

☎783-3007 中央 1-6-4【通常営業】17:30-25:00 木休

バル初参加！タコは入っていませんが、沖縄
の「タコライス」と「オリオンドラフト」を
用意しています。あとバルでは日替ランチに
お使い頂けます。

42

☎785-7760 中央 4-3-20【通常営業】17:00-23:00 日休

☎772-1315 中央 4-3-20【通常営業】11:00-17:00 第 1･第 3 日休

あと
バル

52 きてや 伊丹店

53

17:00-22:00

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。

ゆったりとくつろいでいただける和風居酒屋
です。当店おすすめのすじ肉をコトコトと炊
いた土手焼です。ぜひ味わって下さい。

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。

ふる里の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。

ひらくぼう

14:00-21:30

あと
バル

63 三楽

バルメニューは、あいもかわらず焼き鳥と唐
揚げです。ドリンクは生ビール、ワイン、日
本酒 etc. 裏バルメニューはアイスクリームと
各種ソフトドリンクです。飲み疲れたら、
「き
てや」でほっと一息。

☎779-2515 西台 3-1-5【通常営業】17:00-26:00 不定休

イタリアンレストラン

あと
バル

51 純白そば月山

鶏のもつ煮 ( 限定 100 食 )

40

12:00-22:00

75 Jammin（ジャミン）

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。

バルメニューはりんご酒と豚バラ肉の蒸煮と
唐あげ、ミニ天津飯です。ボリュームたっぷ
りにしてみました。

☎773-0935 中央 1-7-18【通常営業】11:00-21:30 無休

☎775-3404 中央 1-5-5 ボントンビル B1F【通常営業】18:00-24:00 日休

やわらかヒレカツサンド 2 切＋グラスビール

☎780-1201 西台 1-1-1 リータ 4F【通常営業】11:00-21:30 無休

あと
バル

☎779-1143 西台 3-1-1-2F【通常営業】11:30-14:00 /17:00-25:00 火休
(LO13:30)
(LO24:00)

cafe Mon 今回のテーマは「温もり」
A. チーズフォンデュ cafe Mon スペシャルと
Beer かバリスタ考案、紅茶のカクテル
B. チョコフォンデュ cafe Mon スペシャルと
スペシャルティ珈琲かお好きなドリンク
あと
バル

50 中華料理 憩

アットホームでメニューも豊富にあります。
新鮮素材を使った揚げたての串カツを是非食
べて下さい。限定商品あり。串カツ盛りか刺
身盛りどちらか選んでください。当日楽しん
で頂けるよう頑張ります。

バル参加 4 回目。毎年たくさんの方に御参加
いただきありがとうございます。人気のチー
ズケーキ（2 種）のセット限定 60 食御用意
してお待ちしております !! あとバルは喫茶の
飲食のみ ( もち帰り不可 )
☎782-1077 中央 1-2-23ﾌｧﾐｰﾙ伊丹ﾃﾞﾞｭｵ1Ｆ【通常営業】9:00-22:00(LO21:30) 無休

15:00-24:00

※金土 LO25:00
☎777-3077 西台 3-1-1【通常営業】11:30-14:30/18:00-23:00（LO22:30) 月休

地下にある隠れ家的カジュアル BAR。豊富な
ラムやフレッシュジュースを使用したカクテ
ルがおすすめ。数量に限りがありますのでお
早めに。
☎770-9113 中央 1-2-5-B1F【通常営業】20:00-27:00
（延長あり）無休

初

12:00-15:00

☎782-4221 中央 4-3-21-101【通常営業】12:00-15:00/17:00-23:00 不定休

あと
バル

あと
バル

http://www.oitakaraage.com/

62 ジョニーのからあげ

暖かい雰囲気のお店です。オープンしてまだ
間もないお店ですので、ぜひ一度ご来店くだ
さい。

気軽るに立ちよれるイタリアン居酒屋 ! パス
タはもちろんイタリアンにこだわらず和の食
材を使った前菜やおつまみは絶品 ! ワイン、
焼酎、ビール etc。お気軽に !!

Jazz、Rock、Folk、Pops など多彩な音楽 Live
を毎晩開催 !? 今回も『バル』Live を開催 !!17
時スタート /26 時まで演奏 1 組 1 時間ステー
ジ 合計 9 組出演 様々なグループが面白い
演奏をします。お楽しみ下さい。

☎772-3545 西台 1-1-1 リータ 1F【通常営業】10:30-20:00 無休

☎779-7342 西台 1-2-6-1F-A【通常営業】17:00-24:00(LO23:30) 月休

☎773-1890 西台 1-7-12【通常営業】20:00-27:00 木休

落ち着いた雰囲気のお店。イタ飯、スパニッ
シュ、ビストロ系の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

☎782-6672 中央 1-1-1 伊丹ショッピングデパート 5F【通常営業】10:00-20:00 月１回火休

☎783-8033 西台 1-7-23【通常営業】19:00-28:00 無休

ウッドデッキのテラス、ゆっくりとした店内
どちらでもお酒を楽しめるカジュアルなＢＡ
Ｒです。ご来店お待ちしております。

10 OUR FAVORITE'S

12:00-15:00

☎775-1813 西台 1-2-6-2F【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00 水･第 3 火休
http://www.nonotori.com あと

☎772-0444 西台 2-2-17【通常営業】10:00-20:00 無休

初

あと
バル

17 RED LEAVES CAFE

バルメニューは付き出し・にぎり寿司 (3 貫 )・
お飲物となります。割烹うしおは季節の素材
を活かした手作りの日本料理をご提供。少人
数から 90 名様までの大小の個室があり。会
議、宴会、冠婚葬祭、接待等にご利用ください。

Bar MAD

14:00-23:00

http://r.gnavi.co.jp/k173600/

☎785-8535 西台 2-3-5【通常営業】11:30-14:00/17:00-25:00 月休

9

開華亭

☎770-3131 西台 1-7-1-１F【通常営業】9:00-23:00（LO22:30/ 日 20:00）水休

17:00-24:00

割烹うしお

中華料理

あと
バル

メニューは四種盛り合わせ。エビチリ･油淋
鶏･ザ ー サ イ 浅 漬･自 家 製 砂 ズ リ 燻 製（限 定
150 食）。今回のバルは二部構成にしました。
21 時より鶏白湯ラーメン（限定 100 食）。生
ビール･カメ出し紹興酒･上海サワー･etc

今まで来て頂いてるお客様はもちろん、初め
て御来店頂く方にもお店の美味しい料理を食
べて頂き、「店長また来るわ！」の声を頂け
るようにスタッフ一同と協力しあってがんば
りますので、是非、お越し下さい。

8

インド料理 インディアンパレス 12:00-23:00

☎777-4478 西台 4-6-32【通常営業】11:00-15:00/17:00-23:00 無休

屋台風のラーメン店『我風庵』。2010 年には
東京ラーメンショーに出店するなどの実力
店。バル当日は若き店主が作る魂を込めたこ
だわりの一杯「バルスペシャル」をご用意い
たします！お楽しみに !!
☎779-2272 西台 2-1-11【通常営業】12:00-14:00/18:00-26:00 無休

17:00-27:00

☎770-8680 中央 1-2-5-B1F【通常営業】19:00-26:00 火休

スタッフのまかない裏メニューを考えていま
す。インドを味わってください !! お待ちして
います。

飲み物は生ビール or マッコリのどちらかを
お選び下さい。スタッフ一同ご来店おまちし
てます。（限定 100 食）

☎779-8810 西台 2-1-10【通常営業】11:30-14:00/17:30-24:00（LO23:00）日休

あと
バル

http://shotbarsunafukin.web.fc2.com/

来客して戴き、来て良かったと思える心構え
に常に気を張ってます！納得の味で喜んで戴
き、喜んでもう１度と言える様にしておりま
す。お 1 人でも入って戴ける店です！

5

17:00-26:00

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ください。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）と揚げ物・
串物をご用意してます。

からだに優しいメニューと寛ぎのスペース
「ノエカフェ」のメニューは、お洒落なごち
そう小皿を Bar 用と Café 用、各 50 食限定で
ご用意！バル当日はギャラリーも解放。オト
ラクもコンサート気分で楽しめますよ。
☎782-3909 西台 2-5-12-2F【通常営業】11:30-19:30(ｶﾌｪ) 月休 [ 最終週は日月休 ]

BAR LINGUA FRANCA

http://www.eonet.ne.jp/~always-net/top.html

☎777-6558 西台 4-6-32【通常営業】17:00-27:00（LO26:00）無休

あと
バル

25

17:00-23:00

☎770-0669 中央 1-6-3 2F【通常営業】17:00-25:00 不定休

http://r.gnavi.co.jp/c735400/

フレンチはちょっと…と思われる方でも気軽
に入って頂けるとってもカジュアルなフレン
チです。カウンターもございますので 1 人の
方でもお気軽にお越し下さい。当日メニュー
は限定30 食です。ご来店お待ちしております。

2

☎

電話番号はすべて伊丹市の市外局
番 072 を省略して記載しています。
おかけ間違いにご注意ください。

下記のお店でバルチケットの半券を切り
取ってお渡しください。半券１枚でバルメ
ニューをお楽しみいただけます。
※半券はおひとり様でお使い下さい。

あと
バル

49 韓鍋酒場 いちから

99 奄んちゅ

17:00-19:00

カウンター10 席の小さな店ですがお一人でも
気軽に入れるアットホームな雰囲気です。奄
美独特の豚みそで味つけした野菜たっぷりの
ヘルシーメニューは特に女性のお客様に好評
です。黒糖焼酎と一緒にどうぞ !! 限定 50 食。

第 1･3 火休
☎784-2629 伊丹 1-10-15-112(JR 伊丹駅前ｱﾘｵ1）
【通常営業】
11:00-14:30/17:00-21:30

100 鮨 千寿

http://r.gnavi.co.jp/c700400/ あと

バル

12:00-17:00
昭和 47 年から約 40 年お店を営業しておりま
す。カウンターで、本格的な、お寿司を食べ
に来て下さい。

☎782-3084 伊丹 1-13-56【通常営業】11:00-22:00 月休

