
第
六
回 伊丹まちなかバル参加店 あと

バル

左の印がついた「あとバル」協力店で
は5月20日（日）～27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。

６回目となる今回の参加店は 91 店
舗です。初参加のお店は 7 軒、オー
プンしたての新店から老舗まで、頼
もしいバル仲間が増えました。

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。

初
♪マークのお店では音楽ライブ
あり。「伊丹オトラクな一日」の
他、お店の独自のライブなど、お
酒によくあう音楽をどうぞ。

世界三大料理の一つトルコ料理店
が OPEN。トルコ人シェフによる
本場の味が楽しめます。

1 13:00-16:00

☎072-767-1129　西台 5-7-22-102
【通常営業】11:30-15:00/17:00-23:00(LO22:30)　月休

ISTANBUL TUGLA
前菜3種盛、春巻＆トルコ風パン
ラク（トルコのお酒） or オレンジJ 
or チェリーJ

短角牛の飼育頭数は和牛の中でも
１％にも満たない希少な牛です。
赤身で旨味が多いことが特長。

２ 12:00-22:00

☎072-770-1022　西台 5-7-22
【通常営業】11:00-14:30(LO)/17:30-22:00(LO)　月休

あと
バルイル パッパトーレ

岩手産短角牛のロースト
サルサ ヴェルデ+1ドリンク

朝引鶏をジューシーな味わいに仕
上げています。どうぞお楽しみく
ださい。

３ 13:30-15:30
19:30-21:00

☎072-779-5668　西台 2-5-13
【通常営業】11:30-22:30　火休

大分・中津からあげ たんでん

手羽先すなずりポンズ
お酒 or 天然鶏スープ
 ※ノンアルコールあり　限定100食（昼50、夜50）

お客様が時間を忘れ、お互いに気
持ち良く食事していただけるよう
に配慮しています。

４ 12:00-22:00

☎072-773-0146　西台 5-7-25
【通常営業】11:30-23:00　無休

大陸飯店

回鍋肉+1ドリンク

今回のバルメニューは韓国で大人
気「チュンムキンパ」です。17:30
からはカウンターのみ。

５ 16:00-23:00

☎072-779-8810 西台 2-1-10
【通常営業】11:30-14:00/17:30-23:30　日休

あと
バル

韓国家庭料理ちゅん亭
チュンムキンパ（イカ辛炒め、大根キムチ、
１口サイズの海苔巻をワンプレートに
のせた屋台料理）+生ビールorマッコリ
orソフトドリンク　限定100食

つけめんをあまり食べた事がない
方もこの機会にぜひ食べてみては
どうでしょうか？

６ 12:00-14:00
18:00-26:00

☎072-779-2272 西台 2-1-11
【通常営業】12:00-14:00/18:00-26:00  不定休

我風庵

特別つけめん+1ドリンク

まちなかバルメニューも御用意し
て、ばくだんの味をお客様に伝え
たいと思います。

７ 17:00-24:00

☎072-785-8535 西台 2-3-5【通常営業】11:30-14:00/17:00-25:00
（日祝は 24:00 まで・日曜の昼営業はなし）　月休 

あと
バル居酒屋 ばくだん

刺身 3種類、鬼あさりの酒蒸し
+1ドリンク（生ビール etc）
※当日の仕入れにより変更の可能性あり

旬の素材を活かした手作りの日本
料理をご提供。大小の個室は会議、
冠婚葬祭等にご利用ください。

８ 14:00-20:00

☎072-772-0444 西台 2-2-17
【通常営業】10:00-20:00　無休

あと
バル割烹うしお

付き出し、にぎり寿司（3貫）
+お飲物

バックバーのお酒 300 本以上、来
場ゲスト収容人数 80 人以上。

９ 15:00-21:00

☎072-773-3911 西台 1-6-11
【通常営業】20:00-27:00（金・土 20:00-29:00）　無休

Restaurant&DiningBar CREW

春らしい味わいを用意して
御待ちしてます。限定50食

おまちしております。

10 12:00-17:00

☎072-773-3922 西台 1-6-11
【通常営業】17:00-29:00　無休

ほろ酔い処 勿忘草

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。

11 17:00-26:00

☎072-777-6558 西台 4-6-32
【通常営業】17:00-27:00（LO26:00） 無休

焼とり屋 番鳥

焼き物、揚げ物、一品
+1ドリンク

ナマステ。本場インドのスパイス
を使ったインド料理です。バル特
別メニューぜひどうぞ !!

12 12:00-23:00

☎072-777-4478 西台 4-6-32
【通常営業】11:00-15:00/17:00-23:00　無休

インディアンパレス
チリチキン、マッシュポテト、ポテトバダ
（シェフの特別一品）、マライティッカ
+生ビール or グラスワイン or ラッシー

カメ出し紹興酒の美味しく呑める
お店です。この機会にフレッシュ
なカメ出し紹興酒をどうぞ。

13 16:00-22:00

☎072-778-0159 西台 1-6-24【通常営業】11:30-14:00/18:00-23:00
※日祝 22:00 まで　LO10 分前　水休

あと
バル中華料理 開華亭

まるごと海老の油淋ソース、自家製燻製ハム、
小龍包+カメ出し紹興酒 or 生ビール or
 ソフトドリンク他　限定150食

のんびりとした雰囲気の雑貨カ
フェです。ぼーっとしにぜひいら
して下さい。

14 14:00-23:00

☎072-770-3131 西台 1-7-1-1F
【通常営業】10:30-23:00（LO22:30）※日曜は 20:00 まで　水休

イツモノトコロ

ミニサイズのアフタヌーン
ティーセット限定 50食

姉妹店の蒸 musun んで前菜を！
メイン料理をええねんで！ラスト
のご飯ものは当店で !!

15 12:00-27:00

☎072-775-5677 西台 1-2-6-3F
【通常営業】17:00-25:00（LO24:30）　不定休
http://www.ravine.co.jp/

あと
バル旬彩和創 雲集

海老と穴子一本の上天丼 or
パッションフルーツのチュロス添え
+1ドリンク

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、すし
米にもこだわりました。

16 12:00-22:00

☎072-775-1813 西台 1-2-6-2F
【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00　水休

あと
バル旬菜・寿し処　濵鮓

にぎり寿し4貫+1ドリンク

地域一番店になれる様、気持ちの
入った料理、お酒に心がけていま
す。ぜひお立ち寄り下さい。

17 15:00-22:00

☎072-779-7342 西台 1-2-6-1F-A
【通常営業】17:00-24:00（LO23:30） 月・第 3火休

あと
バル野乃鳥　備丹蔵

特製つくね、アボガトとむね肉の
わさびあえ、ねぎどっかーん
+1ドリンク　限定150食

姉妹店の蒸 musun んで前菜を！
当店でメインを！ラストは雲集で
ご飯を !!

18 12:00-27:00

☎072-773-3345 西台 1-2-6-B1F
【通常営業】17:00-25:00（LO24:30）（金土祝前日は～27:00）不定休
http://www.ravine.co.jp/

あと
バル炙り家 ええねん伊丹本店

和牛と青唐辛子の炙り or
和紅茶のジェラートチュロス添え
+1ドリンク

一番人気メニュー “ 手焼きホット
ケーキ ” をアレンジし春のコー
ヒーと共にお楽しみ下さい。

19 12:00-19:00

☎072-782-2588 西台 1-2-6-B1F
【通常営業】8:00-19:00　無休

あと
バル珈琲館 伊丹店

ストロベリーホットケーキ
+春のスペシャルコーヒー

に二 2 弐煮、毎度おおきに、牛す
じ煮（佐藤）、ごめんなさい、こ
れでも僕ら、本気です ( 安原 )

20 12:00-29:00

☎072-775-2205 中央 1-2-5-1F
【通常営業】18:00-29:00　無休

あと
バル伊丹WADO

牛すじ煮込み
（うどん or 丼もできます）
焼酎or 梅酒 or 生ビール or ウーロン茶

当日限定の特製メニューをバール
らしい賑やかな雰囲気でお楽しみ
下さいませ !!

21 17:00-27:00

☎072-770-0132 中央 1-2-6-1F
【通常営業】17:00-27:00（LO26:30） 無休
http://r.gnavi.co.jp/c735400/

あと
バルLINGUA ＊ FRANCA

特製ミニタパス盛り合わせ
+グラスワイン（赤or白）orウーロン茶

多彩なライブを毎晩開催！
１６時スタート / ２６時まで 様々
なグループが演奏！

22 15:30-26:00

☎072-770-8680 中央 1-2-5-B1F
【通常営業】19:00-26:00　火休
http://www.eonet.ne.jp/~always-net/top.html

あと
バルALWAYS

季節のデザート盛り合わせ
+スパークリングワイン
 or ソフトドリンク

地下にある隠れ家的カジュアル
BAR。オリジナルカクテルや豊富
なラムがおすすめです。

23 18:00-22:00

☎072-770-9113 中央 1-2-5-B1F
【通常営業】20:00-27:00※金土祝前日は 29:00 まで 無休
http://shotbarsunafukin.web.fc2.com/ 

あと
バルSHOT BAR Sunafukin

スモークチキン+１ドリンク
限定50食

今回で 5 回目の参加となります。
バルメニューは、売切れ次第終了
とさせて頂きます。

24 18:00-22:00

☎072-782-1077 中央 1-2-23
【通常営業】9:00-22:00　元旦以外無休
http://www.hirocoffee.co.jp/

あと
バル

ヒロコーヒー
伊丹中央店

ケーキ+ホットコーヒーor
アイスコーヒー限定60セット

バル参加６回目となる cafe Mon
今 回 の テ ー マ は『Passion( 情
熱 ) ！』

25 12:00-22:00

☎072-782-6672 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

あと
バルcafe Mon

当店オリジナルメニュートロロ焼
きか、ほっこり焼きを生ビールと
一緒にどうぞ。

26 12:00-22:00（LO21:30）

☎072-785-3994 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（LO20:15） 不定火休

あと
バルju:ju

ミニトロロ焼きor
ミニほっこり焼き
+1ドリンク

阪急伊丹駅すぐ。関西スーパーの
5F。自家製麺と自慢のだしで勝
負！是非ご賞味下さい。

27 12:00-22:00

☎072-777-0635 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（20:00 までに入店）　不定休（月 1回）

あと
バル麺処 萬寿味

そばすし、そばせんべい、
マグロの山かけ+1ドリンク
（生グラスビール他、ソフトドリンク色々）

当店は、お寿司だけでなく、たこ
焼、うどん、お弁当もお食事して
いただけます。

28 12:00-20:00

☎072-773-3035 中央 1-1-1 伊丹ショッピングデパート 2F
【通常営業】10:00-20:00　月１回火休

あと
バル松葉寿司

たこ焼8コor少盛合せ寿司
orミニうどん（そば）
+エビス生ビール

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。

29 12:00-20:00

☎072-772-3562 西台 1-1-1 リータ 1F
【通常営業】10:00-20:00　第 3水休

あと
バルみどり園

純白そば月山 50 年の老舗の味を
受け継いだうどん専門店です。も
ちもち極細麺をよろしく！

30 12:00-20:00

☎072-772-3545 西台 1-1-1 リータ 1F
【通常営業】10:30-20:00　無休

あと
バル池瀧うどん

天ざる+生ビール

ジャズとまんがのキッサ店。

31 12:00-20:00

☎072-783-8128 西台 3-8-2
【通常営業】8:30-20:00　日祝休

あと
バルcha 茶 cha

ハニートースト
orアイスクリーム三昧
+1ドリンク

伊丹の隠れ家的な BAR です。落ち
着いた雰囲気で美味しいお酒、素
敵な時間をお楽しみ下さい。

32 20:00-27:00

☎072-771-1818 西台 3-8-4
【通常営業】20:00-27:00　月休

あと
バルBAR OWL

4 種類のカナッペ
+１ドリンク（色々選べます）

本場イタリアのインテリアや、本
物の味が楽しめる当店のパスタを
是非たんのうして下さい！

33 12:00-24:00

☎072-777-3077 西台 3-1-1【通常営業】11:30-14:30/18:00-23:00
（LO22:30）※金土は 26:00 まで（LO25:00）　月休
http://www.pecorino1028.com/

Taverna Pecorino

夏野菜冷製トマトソース
ペコリーナ仕立て+１ドリンク

アットホームなお店で、串カツ・
刺身以外のメニューも豊富。舌も
心もアツアツ !!

34 12:00-18:00

☎072-779-1143 西台 3-1-1-2F
【通常営業】11:30-14:00（LO13:30）/17:00-25:00（LO24:00）　火休

あと
バル串カツ居酒屋らくだ屋

串カツ5本盛りor刺身盛り
+1ドリンク　

当店自慢の鳥料理をごゆっくりお
楽しみください。ファミリーから
大小宴会までOK！！

35 17:00-24:00

☎072-779-2515 西台 3-1-5
【通常営業】17:00-26:00　不定休

鳥芳 トリッキー

兵庫産シカ肉を絶品料理に仕上げ
ます。皆様ぜひ味わいに来て下さ
い。お待ちしております。

36 12:00-20:00

☎072-770-2923 西台 3-1-12
【通常営業】11:30-15:00（LO）/17:00-21:00（LO）　水休

アントン
シカ肉ミートソースのピッツァ
or 本日の前菜３種盛
or ケーキセット+1ドリンク

チキン南蛮のトマトロソース
+生ビールorチューハイ

おいしくてヘルシ～生野菜も入っ
た惣菜ピタサンドは魅力的！生
ビールとご一緒にどうぞ。

37 12:00-18:00

☎090-8208-3415　中央 2-2-20
【通常営業】10:30-14:00　土日休
http://www.qoorie.com/

あと
バル陽楽房

惣菜ピタサンド+生ビール

今回は、今までとは違う手羽唐と
タタキを用意してます。限定で
す！

38 16:00-29:00

☎072-770-2234 中央 2-1-1
【通常営業】17:00-27:00※金土は 29:00、日は 24:00 まで　無休

あと
バル伊丹復活酒場 和田家

手羽唐 or とりのタタキ
+1ドリンク　限定 100 食

茶漬け出すってステキでしょ。こ
こで一句！「ほこではね、ダシで
酔うのよ、五月晴る」

39 15:00
~20:00

☎072-775-2918 中央 2-4-12
【通常営業】17:00-24:00　不定日休

あと
バルほこ ～魚菜と地酒～

鯛茶漬け+黒豆ほうじ茶

おいしいカレーでお待ちしていま
す。

40 14:00-20:00

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

あと
バルOHANA オハナ

牛すじカレー+生ビール
限定 80食

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。

41 16:00-21:00

☎072-775-3404 中央 1-5-5 ボントンビル B1F
【通常営業】18:00-24:00 　日休

SHOT BAR sob

カナッペ＆ホワイトソース
+1ドリンク 限定 50 食

毎度おなじみホルモン MIX ！！当
店自慢のハイボールとの相性抜
群！

42 15:00-21:00

☎072-770-2234 中央 1-5-5 ボントンビル 1F
【通常営業】17:00-25:00　無休

ホルモン立処 和田家

ホルモンMIX+ ハイボール
限定 100 食

〔世界で唯一〕究極のプレミアム
ビール「生樽ギネスビール」を飲
める串かつ屋です。

43 12:00-20:00

☎072-772-0913 中央 1-5-5【通常営業】11:30-14:00/17:00-22:30
（金土は 11:30-23:30）　月・第 1、第 3火休
http://r.gnavi.co.jp/k741600/

あと
バル串かつ 吉野

串かつ 3本
+生樽ギネスビール

全 72 席御用意。新年会、忘年会、
その他幹事さんと御相談させて頂
きます。お気軽にお越し下さい。

44 14:00-22:00

☎072-785-7838 中央 1-6-3-3F
【通常営業】カラオケ 13:00-17:00　居酒屋 18:00-24:00　無休

あと
バルおふくろの味 薩摩

温泉玉子、1口かきあげ
+生ビール　限定 150 食

鍋だけじゃなく、一品料理も楽し
めます。

45 16:00-23:00

☎072-770-0669 中央 1-6-3-2F
【通常営業】17:00-25:00　 不定休

あと
バル韓国酒場 いちから

お楽しみに。

ボリュームたっぷりのメニューで
お待ちしております！

46 12:00-21:00

☎072-773-0918 中央 1-6-3
【通常営業】11:30-22:30　木休

あと
バル憩

ミニ天津飯、スープ、焼豚、えびチリ、
唐あげ、肉団子、えびせんべい
+1ドリンク

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。

47 12:00-22:00

☎072-773-0935 中央 1-7-18
【通常営業】11:00-21:30　無休

あと
バル純白そば月山

天ざる+生ビール

ウラメニューあります。アイスク
リームやケーキ等。お子様連れ大
歓迎です。

48 15:00-24:00

☎072-783-3007 中央 1-6-4
【通常営業】17:30-26:00　木休

あと
バルきて屋 伊丹店

焼鳥、手羽先からあげ、枝豆
ナンコツからあげ+1ドリンク
（ビール or 日本酒 or ワイン etc）限定 100 食

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！

49 14:00-20:00

☎072-772-7235 中央 1-6-7
【通常営業】12:00-22:00 　木休

新むさし

限定 100 食

50

51

伊丹で最も古い立ち呑み屋です。
立ち呑み屋のバルメニュー、お楽
しみ下さい。

52

13:00-21:00

☎072-782-2455 中央 1-9-21
【通常営業】13:00-21:00　水・第 3木休

あと
バル白玉屋

やりいか酢みそ、牛肉しぐれ煮、
たけのこ煮かつお風味、ゆで玉子
+清酒 or 生ビール or 焼酎 or 烏龍茶

小さなお店ですが串カツを中心と
した立ち飲み屋です。ぜひ気軽に
おこし下さい。

53

13:30-21:00

☎072-775-0621 中央 1-9-2-1F
【通常営業】13:30-21:30　火休

あと
バル立ち飲み処「松」

変わり串カツ 3種盛り（ささみコーン
フレークカツ・じゃがいもチーズカツ
・トロカレイタルタルソースカツ）
+１ドリンク

ふっくらお好み焼と当店自慢のす
じこんでビールで乾杯 !!

54

17:00-22:00

☎072-772-8989 中央 1-5-18　伊丹中央プラザﾞ2Ｆ
【通常営業】12:00-14:00/18:00-23:00（金土祝前は 24:00）　無休

やきやき鉃板 はる田

お好み焼（小）、すじこん小鉢
+生中orチューハイorソフトドリンク

当店自慢のにんにくダレを一度ご
賞味下さい。団体様もお気軽にど
うぞ！

55

17:00-27:00
（LO26:00）

☎072-778-1814 中央 1-5-18
【通常営業】17:00-27:00（LO26:00） 無休
http://www.yakitori-amiya.co.jp

あと
バル

あみや 伊丹店

ネギミ、つくね、皮、ネック、キャベツ
+1ドリンク（飲み放題メニューの中から1杯）

当店のうどんダシは、国産油カス
の旨味を最大限に引き出す自慢の
ダシです＆もちもち麺

56

18:00-23:00

☎072-784-0502 中央 1-5-18 伊丹中央プラザ 1F
【通常営業】18:00-29:00　月休

かすうどん いたみ家

コク旨だし系かすうどん
ハーフサイズ+グラスビール

バル初参加！虎武士のイチオシ！
チキン南蛮。100 食限定！！

57

17:00-25:00

☎072-781-3177 中央 4-4-8
【通常営業】17:00-25:00　第 1・第 4日休

あと
バル虎武士

チキン南蛮 +生ビール or
チューハイ or ソフトドリンク
限定 100 食

さしみ盛 ( 中トロ・平目 )　限定
100 食

58

12:00-20:00

☎072-775-3088 中央 4-3-21-2F
【通常営業】17:00-25:00 　不定休

海鮮居酒屋 海

さしみ盛（中トロ、平目）
+１ドリンク 限定 100 食

10 数種類のスパイスを調合した
タレに 4 日間漬け込んだジュー
シーなからあげをどうぞ。

59

12:00-15:00

☎072-782-4221 中央 4-3-21-101 
【通常営業】12:00-15:00/17:00-23:00　不定休
http://www.oitakaraage.com/

ジョニーのからあげ
からあげ盛合せ
+お好きな 1ドリンク
※ワインボトルを除く

ゆったりとくつろいでいただける
和風居酒屋です。

60

12:00-17:00

☎072-785-7760 中央 4-3-20-101 
【通常営業】17:00-23:00　日休

あと
バル三楽

当店自慢のすじ肉をコトコトと
炊いた土手焼+1ドリンク

前回は来て頂いてありがとう御座
居ました。当店人気のハンバーグ
を召し上がって下さい。

61

12:00-20:00

☎072-772-1315 中央 4-3-20
【通常営業】11:00-17:00 　第 1・第 3日休（PUB は日休）
http://locoplace.jp/t000193681/top

あと
バル喫茶& PUB 英

手作りハンバーグ+
キリンかアサヒのグラスビール
or ソフトドリンク 限定 100 食

女性お一人でもゆっくり飲んで頂
けるお店です。

62

13:00-23:00

☎072-784-1688 中央 4-4-10-101
【通常営業】15:00-23:00　火日休

あと
バルDining ryu

オードブル盛合せ
+1ドリンク　限定 100 食

奄美の家庭料理をお召し上がりく
ださい。

63

12:00
~16:00

☎072-778-0188 中央 1-9-11-1F
【通常営業】17:00-24:00　不定休

あと
バル奄美料理 きゅらむん

島豆腐の奴
+パッションジュースor
パッションの焼酎割り

全てのものに心を！お値段はリー
ズナブルに　心は高級に！

64

16:00-22:00

☎072-777-1955 中央 5-1-16
【通常営業】火～金 18:00-22:30 土日 17:00-22:30 　月休

あと
バル串の彩 桂

串 2本、小魚のカラアゲ
+ 1 ドリンク 限定 250 食

海の幸、山の幸、伊丹の幸、いつ
も感謝。バルメニューは売り切れ
次第終了とさせていただきます。

65

12:00-22:00

☎072-772-3765 中央 5-1-5
【通常営業】昼定食 11:30-14:00/ 夜居酒屋 17:00-23:00　日休

あと
バル酒遊館 味蔵

青森県八戸産大とろ鯖の棒寿司
季節の小鉢+1ドリンク

ワインや日本酒をリーズナブルな
価格で！伊丹で一番敷居の低い店
をめざします。

66

15:00-23:00

☎080-5345-2347 中央 5-2-7
【通常営業】18:00-26:00　火休

あと
バル千歳ワイナリー

サラダ、メキシカン春巻、
酒かすチーズ+グラスワイン
（白・赤）or生ビール

今回はバルメニューのみの営業と
させて頂きますが、追加ドリンク
は受け付けます。

67

17:00-24:00

☎072-782-6669 宮ノ前 1-2-34
【通常営業】11:00-14:00（土日祝休）/17:00-24:00（日休）

あと
バル家庭料理 うめ家

泉佐野漁港の新鮮魚の造り
盛り合わせ+お好きなドリンク
限定300食

今回は昼・夜、二部制です !!

68

12:00-14:30
17:00-21:00

☎072-770-0217 宮ノ前 1-3-30 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　水休
http://r.gnavi.co.jp/c917801/

あと
バルKazu のちゅーぼー

ポモドーロ（トマトソーススパゲッティ）
+ワイン or 日本酒 or ブラッド
オレンジジュース　限定250食

めっちゃ旨いたこ焼き！たこいち
( 昆陽池 ) の姉妹店です。ご来店
お待ちしています。

69

14:00-24:00

☎072-778-6578 宮ノ前 1-4-15
【通常営業】11:00-24:00　月休（祝日は営業）

あと
バルJammin

たこやき4個（ソース・しょうゆ
・ポンズ）+お好みの1ドリンク
（生ビール、焼酎、カクテルなど）

当店でスチーム前菜を！！姉妹店
のええねんでメイン料理を！ラス
トは雲集でお食事を！

70

12:00
-27:00

☎072-785-1164 宮ノ前 2-1-2 みやのまち 4号館 1F
【通常営業】11:30-14:30/17:00-24:00　不定休
http://www.ravine.co.jp/

あと
バル蒸musun ん 

蒸し鶏と発芽玄米のさっぱり蒸し麺or
芳寿豚と季節野菜のスチーム～味噌ポン酢
orイチゴジェラートチュロス添え
※いずれか一品+1ドリンク

一度来てみて下さい。

71 19:00
~24:00

☎072-784-3040 中央 3-2-6
【通常営業】19:00-27:00　日休

あと
バルLive&Bar Tomorrow

フルーツオードブル+1ドリンク
（シャンパン・ジントニック
・カシス・カンパリなど）

三軒寺前広場でオトラクライブを
楽しみながら、至福の時間をお過
ごしください。

72 12:00
~20:00

☎072-777-1369 中央 3-2-4
【通常営業】9:00-20:00 　月休
http://www.crossroadcafe.jp/

あと
バルクロスロードカフェ

ガーナ人シェフ手作りの
チキンカバブ or ケーキ２種
+生ビール（ジュースもOK）

立食パーティー＆ピアノ生演奏。
5 月のバラがテーマ。お帰りには
まっ赤なソルベをプレゼント !!

73 15:00-21:00

☎072-777-2741 中央 3-2-27【通常営業】11:30-14:30/17:30-21:30
（LO）　月休（但し祝祭日の場合は翌日休）
http://r.gnavi.co.jp/c889400/

あと
バルアンシャンテ

地中海風 “ブイヤベース ”
カシスのソルベ+ロゼワイン
“ラ・ビ・アンローズ ”

長寿蔵バルオリジナル料理と地
ビールとともにオトラクをお楽し
みください！

74 12:00-21:00

☎072-773-1323 中央 3-4-15【通常営業】11:30-22:30
（Food Last 21:30・Drink Last 22:00）　第 2火休

長寿蔵
チキンカルボナード、ソーセージ
+地ビールorソフトドリンク
or日本酒or梅酒

専門店ならではの串揚げと板前自
慢の一品をご用意してお待ちして
おります。

75 12:00-14:00
17:00-22:30

☎072-783-1110 中央 3-1-28-1F
【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00　火休

あと
バル芦屋 串の助 kura

マロン豚、肉団子のあんかけ、
冷製スープ+1ドリンク

魚貝を中心にあつかった居酒屋で
す。

76 12:00-14:00

☎072-784-8615 中央 3-1-28-2F
【通常営業】11:00-14:00/17:00-26:00　水休
http://ggyao.usen.com/0005007424/

だんらん処　一

鉄火丼、みそ汁+1ドリンク

昭和元年から伊丹で寿司一筋。当
日はすし善自慢のバルメニューで
ご奉仕させていただきます。

77 12:00-17:00

☎072-782-2344 中央 2-9-12
【通常営業】11:00-14:30/17:00-21:30　月休

あと
バルすし善

限定 150 食

当日はシェフ特製豚肩ロースの煮
込み or 鴨肉のサラダをご用意し
ています。お楽しみください。

78 12:00-23:00

☎072-777-2091 中央 6-2-33
【通常営業】10:00-23:00　無休

あと
バル

伊丹シティホテル
ルフラン

特製豚肩ロースの煮込み
or鴨肉のサラダ+1ドリンク
（生ビール、ワイン、角ハイボール）

100 食限定でお待ちしてます。

79 12:00-16:00

☎072-768-7751 中央 4-6-3
【通常営業】17:00-23:00　火休

和風創作　拓味

限定 100 食

新鮮な焼肉・ホルモンを破格の値
段で味わえます。落ち着きのある
店内でお楽しみください！

80 12:00-15:00
17:00-23:00

☎072-779-9977 中央 5-4-1-2F
【通常営業】17:00-23:30　無休

焼肉　BAMBINO

牛焼き寿司+1ドリンク

酒蔵通り和食ベースのリーズナブ
ルなお店です。御来店お待ちして
おります。

82 17:00-24:00

☎072-778-2339 伊丹 2-1-17
【通常営業】17:00-25:00（LO24:00）　木休

あと
バル料理家 六

揚げ物、焼き物の三種盛
+１ドリンク

A: 甘さをおさえた「シフォンケー
キ」。B: モチモチ感のある「パン
ネル」のパン。

12:00-18:00

☎072-785-3625 宮ノ前 2-1-2-106
【通常営業】7:00-18:00　月休

あと
バルカフェモール 集い

A: ケーキセット or 
B: サンドウィッチセット
+お好きな飲み物

笑顔を忘れてる方、ここに来たら
思い出せます！

81 20:00-27:00

☎072-785-0990 中央 5-4-1 中央ビル 2F
【通常営業】19:00-27:00　日休

あと
バルBar xM

PIZZA 風焼春巻き
+１ドリンク

今回は山椒のきいた創作コロッケ
と、パン粉を使ったドレッシング
をご賞味下さい。

83 15:00-21:00

☎072-747-3338 伊丹 1-8-25-1
【通常営業】11:30-14:00/17:30-　月休（ランチ金休）

創作中華　扇
山椒のきいた麻婆風コロッケ、
パン粉ドレッシングサラダ
+1ドリンク

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。

84 12:00-15:00

☎072-785-1087 伊丹 1-8-24
【通常営業】11:30-15:00/17:00-26:00　月休

あと
バルすし楽

お寿司５カン+1ドリンク

但馬牛や厳選した旬の食材を、お
客様の目の前で焼きあげる鉄板焼
レストランです。

85 14:30-16:30

☎072-770-3711 伊丹 1-8-22-4
【通常営業】11:30-14:30/17:30-22:00　水休

あと
バル鉄板DINING 十一

但馬牛のとろけるビーフシチュー
とろとろチーズのせ+赤ワイン
or日本酒　限定100食

今回は、ミニ天ザルそばにビール
がセットになった限定 30 食と大
変お得なメニューです。

86 14:00-17:00

☎072-779-8050 伊丹 1-8-22-3
【通常営業】11:00-19:30　月休

あと
バル奥出雲そば処 一福

ミニ天ザルそば+ビール
限定 30食

当店はカレー専門店です。ご家庭
では味わえない専門店ならではの
味をどうぞ。

87 12:00-15:00
17:00-21:00

☎072-767-6510 伊丹 1-8-22-2
【通常営業】11:00-21:00（LO）　無休

あと
バルカレー専門店 ナゴミヤ

四国産のブランド豚いも豚を
使ったロースカツカレー
+ハイボールorソフトドリンク

極上のおからを炊き上げた一品に
豆富三種盛り。ビール等ご用意し
ております。

88 16:00-19:45

☎072-775-3636 伊丹 1-8-22-1
【通常営業】食事 11:00-19:45（LO）/ カフェ 14:00-18:00　無休

豆富庵 さらら
豆富三種盛り、おからの炊いたん
+ビールor日本酒or焼酎
or梅酒orソフトドリンク

アリオ店から移店 !! 　前回大好評
だった豚なん骨のやわらか煮、黒
糖焼酎と一緒にどうぞ !!

89 17:00-20:00

☎072-784-2629 伊丹 2-2-12
【通常営業】11:30-14:30/17:30-23:00　 未定

あと
バル“ 奄んちゅ ”

豚なん骨のやわらか煮
+１ドリンク「黒糖焼酎」
限定100食

常時 300 本以上のワインを揃え、
パエリア他多数のバルメニューで
お待ちしております。

90 17:30-23:30

☎072-778-6063 伊丹 2-2-18-1F
【通常営業】11:30-14:00/17:30-27:00（日曜平日は 25:00 まで）月休

あと
バルSAKAGURA BODEGA

タパス盛り合わせ+パン・コン・トマテ
+グラスワイン（赤・白）orスペイン 
ナバラ産シードラor サングリラ
限定200セット

一階はカウンターと小上がりのお
部屋があり、二階は宴会場でお祝
いや法事他にご利用下さい。

91 12:00-17:00

☎072-782-3084 伊丹 1-13-56
【通常営業】11:00-22:00（日曜 21:00 まで・土曜 21:30 まで）月休
http://r.gnavi.co.jp/c700400/

あと
バル鮨　千寿

寿司（にぎり＆細巻5カン）
+生ビールorウーロン茶
orジュースor赤ワイン

イスタンブール トゥーラ
初

イタリア料理 

勿忘草名物明太子出し巻き
+1ドリンク　限定50食

インド料理

ショットバー　スナフキン

個室 天ぷら 鉄焼鍋 せいろ蒸し

個室・魚串・野菜串

BAR 

LiveHouse&Bar 

A【サーモンとアボカドのタルタルキャビアのせ
ブルスケッタ+ビールorパッションフルーツの
スパークリングワイン 】 または B【天使のシフォン
桜アイス添え+スペシャルティ珈琲or Other Drink】

お好み焼・鉄板焼 

初

初

初

初

初

月山流 

カフェハウス

タベルナ ペコリーノ

イタリアンレストラン　

カラオケ

ランチは土日祝休

炭火焼鳥専門店

や

はなぶさ

Pizzeria Trattoria

個室・せいろ蒸し・天婦羅・ワイン
produce 
by ええねん

西洋懐石

白雪ブルワリービレッジ

バークロスエム

伊丹酒蔵通り　

新茶の和菓子のセット
+生の新茶
（みずみずしい若葉の味）

あま

厳選した素材を伝統の少し辛口の
タレで味つけしています。 

17:00-19:00

☎072-772-8529 中央 1-6-4
【通常営業】17:00-24:00　月休

焼肉　いちりき

和牛カルビ＆麦豚ロースセット
+1ドリンク　限定100食

めんどころ　ますみ

初 ジャミン

つど


