
第
七
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 10 月 21 日（日）～ 28 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。

７回目となる今回の参加店は 96 店
です。初参加のお店は 10 店、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。

バル限定メニュー !! 誰もが知っている、
トルコ料理の王道メニューをご用意しま
した !

1 12:00-15:00
17:00-21:00

☎072-767-1129　西台 5-7-22-102
【通常営業】11:30-15:00(LO14:30)/17:30-23:00(LO22:30)　月休

ISTANBUL TUGRA

ドネルケバブ
＋トルコワインorアプリコットＪ

イスタンブール トゥーラ

岩手から直送してもらう、短角牛は、
旨みが多い、おいしい赤身肉です。限
定 200 食。

2 12:00-22:00

☎072-770-1022　西台 5-7-22
【通常営業】11:00-15:00/17:30-23:00　月休

イタリア料理   イル パッパトーレ

岩手産短角牛のローストビーフ
＋ワインorオレンジジュース

一部二部共に限定 50 食ずつ。今回は新作
を投入。新鮮な朝引き鶏をご賞味下さい。

3 12:00-14:00
19:30-21:30

☎072-779-5668　西台 2-5-13
【通常営業】11:30-22:30　不定休（主に火休）

大分・中津からあげ　たんでん

新作からあげと一品
＋アルコール4種、ソフトドリンク4種

キヌロールorスイートポテト
＋オーガニックブレンドいながわ

天使のスプリか小悪魔フレンチ
＋スペシャルティ＆ビア＆スパーク

ミニ広島焼きorミニトロロ焼き
＋生ビール・チューハイ・ソフトドリンク

そばせんべいとメイン3種から一品
＋ビール/チューハイ/焼酎 /ソフト飲料

少盛合せ寿司+エビス生ビール

和菓子とお茶の一煎パック付き
＋煎茶or抹茶or珈琲or冷茶　お好みで

ミニざる+グラスビール

串カツ2本+グラスビール

ハニートーストorアイスクリーム
＋ソフトドリンク

4種類のカナッペ
＋カクテルなど多数あります

お客様各々を笑顔でお待ち致しており
ます。

4 12:00-23:00

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

大陸飯店 14:00-23:00イツモノトコロ

揚げワンタン甘酢
＋生ビールorウーロン茶

棒もちを甘辛く炒めた韓国の屋台料理で
す。ビールやマッコリがすすみますよ！

（限定 100 食）

5 16:00-23:00

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

韓国家庭料理　ちゅん亭

トッポキ（もちの甘辛炒め）
＋生ビールorマッコリorソフトドリンク

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 12:00-22:00

☎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

つけめん＋1ドリンク 海老と穴子一本の上天丼
＋お好きなドリンク一杯

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】17:00-25:00※日祝は 24:00 まで　月休

居酒屋　ばくだん

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

旬の素材を生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
にご利用下さい。

8 13:00-20:00

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

割烹　うしお

付き出し、にぎり寿司 (3貫 )
＋ビールor日本酒orソフトドリンク

限定 50 食！！

9 20:00-28:00

☎072-773-3911　西台 1-6-11
【通常営業】20:00-27:00※金土は 29:00 まで　無休

Restaurant&DiningBar CREW

季節野菜の冷製スパゲティ
＋季節のカクテル

勿忘草名物絶品海鮮鍋を 100 食限定で
御用意します。一度食べてください。

10 17:00-29:00

☎072-773-3922　西台 1-6-11
【通常営業】17:00-29:00※日は 24:00 まで　無休

ほろ酔い処　勿忘草

海鮮一人鍋＋1ドリンク

全品ほぼＡＬＬ300 円の居酒屋。お酒も
多数そろえております。気軽におこし下
さいませ。

11 17:00-26:00

☎072-773-2328　西台 5-1-15
【通常営業】17:00-26:00　無休

情熱酒場にっぱち伊丹家

炭火焼鶏2本、小鉢
＋お好きなドリンク1杯

バル初参加 !! シメはしっかりとんこつか
あっさりとんこつで！ワッショイ！ワッ
ショイ！

12

☎072-772-2266　西台 4-6-30-1F
【通常営業】11:30-28:00(LO27:30)　無休

虎と龍　伊丹店

シンプルラーメン（しっかりorあっさり）
＋グラスビールorチューハイ

ホウレン草の天ぷら・チキンマンチュ
リアン・マッシュポテト・スペシャル
手羽元　御期待ください！

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。

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

今回も頑張りま～す (^O^)/ 紹興酒を呑ん
だ事がない方もこの機会に美味しい紹興
酒いかが～。

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

前菜3種盛、春巻＆トルコ風パン

雑貨も販売しているゆったりとしたカ
フェです。ミニアフタヌーンティーセッ
トは限定 50 食です。

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

バル初参加！
店主自慢のバルメニューをご賞味下さい。

13:00-22:00

☎072-784-0555　西台 1-7-1-2F
【通常営業】17:00-26:00　不定休

当店人気の活け海老を天丼に !! 満足頂け
る事…間違いなし !! ぜひとも、ご賞味下
さい !!

12:00-27:00

☎072-775-5677　西台 1-2-6-3F
【通常営業】17:00-25:00　不定休

シャンパン＆ワイン
と活け海老料理

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。

12:00-21:00

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

旬菜・寿し処　濵鮓

えびやん

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。

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

野乃鳥　備丹蔵
13:00-16:00

ええねんが自信を持っておすすめする和
牛の炙り !! 特製のおろしソースが和牛の
旨みを引き立てます。

12:00-27:00

☎072-773-3345　西台 1-2-6-B1F
【通常営業】17:00-25:00　不定休

個室・魚串・野菜串 
炙り家 ええねん 伊丹本店

一番人気メニュー “ 手焼きホットケーキ ”
を今回秋風にアレンジしました。SP コー
ヒーといっしょに。

12:00-19:00

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

珈琲館　伊丹店
13:00-16:00

嬉しくて、貴女の笑顔が、嬉しくて、ま
た今日も煮込む、牛すじとおでん。あり
がとうございます。

12:00-29:00

☎072-775-2205　中央 1-2-5-1F
【通常営業】18:00-29:00（日・祝は 18:00-24:00）　無休

伊丹WADO

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！！　　　　　　　　　　　　　

17:00-27:00
(LO26:30)

☎072-770-0132　中央 1-2-6-1F
【通常営業】17:00-27:00(LO26:30)　無休

BAR LINGUA ＊ FRANCA
13:00-16:00

多彩な音楽 Live を毎晩開催 !16 時スター
ト 、26時まで演奏。1組45分間10組出演！

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。

15:30-26:00

☎072-770-8680　中央 1-2-5-B1F
【通常営業】19:00-26:00　火休

LIVE HOUSE&BAR　ALWAYS

26 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

SHOT BAR Sunafukin
ショットバー　スナフキン

13:00-16:00

モンドセレクション金賞受賞のいながわ
と定番キヌロール or スイートポテトの
セット。限定 60 食

27 18:00-22:00

☎072-782-1077　中央 1-2-23
【通常営業】9:00-22:00　無休

ヒロコーヒー　伊丹中央店

ローマ風ライスコロッケかフレンチバ
ニラのスペシャリテ！だって今回の
テーマ「誘惑」なんです！

28 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回不定火休

cafe　Mon

ゆったり 48 席、分煙もしております。お
子様連れでも安心。御来店お待ちしてお
ります。

29 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　月 1回不定火休

お好み焼き＆鉄板焼き   Ju:Ju

今回は選べるメイン３種類で、ドリンク
も選べます。そばせんべいもあります。

30 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】11:00-20:00　不定休

麺処　萬寿味

少盛合せ寿司 or たこ焼８コ or ミニうど
ん・そば

31 13:00-16:00

☎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　　第２火休

ISTANBUL TUGLA
イスタンブール トゥーラ

喫茶室は、お茶やお菓子そして元気あ
ふれる木々でお迎え致しております。
専門店の味を是非どうぞ。

32 13:00-16:00

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

ISTANBUL TUGLA
イスタンブール トゥーラ

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！

33 13:00-16:00

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

ISTANBUL TUGLA

このたびカレーを始めました。カツサ
ンド同様好評です。一度ご賞味下さい。

34 13:00-16:00

☎072-780-1201　西台 1-1-1 リータ 4F
【通常営業】11:00-21:00(LO)　無休

ISTANBUL TUGLA
イスタンブール トゥーラ

ジャズとまんがのきっさてん。

35 13:00-16:00

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

ISTANBUL TUGLA

通常は夜だけの営業ですが、バルの日
は昼からあけてます。美味しいお酒を
飲みに来て下さい。

36 13:00-16:00

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

ISTANBUL TUGLA
イスタンブール トゥーラ

25

12:00-20:00松葉寿司

12:00-19:30
（LO19:30)みどり園

12:00-20:00月山流　池瀧うどん

15:00-20:00とんかつ花むら  伊丹店

12:00-20:00カフェハウス　cha 茶 cha

12:00-27:00Bar OWL

13 17:00-27:00

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

炭火焼鳥専門店　番鳥

焼き物、揚げ物、一品＋1ドリンク 季節のデザート盛り合わせ
＋スパークリングワイン/ソフトドリンク

ペンネアラビとゼッポリーネ
+ワインorビールorソフトドリンク お楽しみに。 焼き鳥4串、キャベツ

＋のみ放題メニューより１杯
ポモドーロ (トマトソーススパ）
＋グラスワイン or ブラッドオレンジ

魚介と季節野菜のテリーヌ＋各種ワイン

和牛タン寿司＋1ドリンク

麻婆春巻き＋1ドリンク

お寿司５貫＋1ドリンク

但馬牛のとろけるビーフシチュー
＋赤ワインor日本酒

ミニ天ザルそば＋ビール

手仕込み大判チキンカツカレー
＋ハイボールｏｒソフトドリンク

豆富三種盛りとおからの炊いたん
＋ビール、焼酎、ソフトドリンク等

当日店告知＋1ドリンク（多種）

豚なん骨のやわらか煮＋黒糖焼酎

ピンチョス＆タパス盛合せ
＋イチゴのシャンパンスムージー他

生ビール (小 )orウーロン茶
orジュースor赤ワイン

とり唐とベーコンサラダの3点盛
＋生ビール、サワー、梅酒、ソフトドリンク

おいしいたこやき（^v^）
＋ビール、焼酎、カクテル

ケーキセット orサンドウィッチセット
＋お好きな飲み物

バケットバーグ＋小ビンビール1本

ガーナ人シェフの料理or手作りケーキ
+ガーナビール、ジュース類もOK!!

秋鮭と栗と木の子のプロムナード
＋アペロールとジェラート

ヤリイカトマト煮、ソーセージ
＋ビール２種、日本酒、ソフトＤ

串揚げ3種+自家製浅漬け3種
＋生中・老松酒2種、その他多数！

鉄火丼＋ビール、日本酒、その他色々！

限定150食

お好み焼 (小 )、小鉢1品
＋生中、チューハイ、ソフトドリンク

とりからおろしポンズ
＋生ビールorチューハイorソフトドリンク

造り3種盛＋生ビール、日本酒

ロールキャベツカレー＆デミグラ
＋ビール・ウーロン・カルピス・コーラ

オードブル盛合せ＋1ドリンク

塩豚の炙り
＋オリオン生ビール又はたんかんジュース

鯖の棒寿司＋生ビールor日本酒

オードブル三種＋ワイン/生ビール

泉佐野漁港の新鮮魚の造り盛合わせ
＋バルのドリンクメニューから一つ

バナナシフォンケーキ
＋ヨーロピアンコーヒー

アジの南蛮漬＆煮物
＋生ビール、その他何でもOKです

点心いろいろ＋りんご酒

ミニざる+グラスビール

焼鳥盛合せ+生ビール酒ワイン等

ふぐの唐揚3種盛り＋1ドリンク

にぎり寿しor戻り鰹の叩き
＋生ビール・冷酒・ウーロン茶

変わり串カツ3種盛り
＋生ビール・チューハイ他

ちく天うどん+生ビール

おでん五種、酢のもの、ゆで玉子
+清酒or生ビールor焼酎or烏龍茶

ローストビーフプレート
＋ビール・レモンサワー・烏龍茶

コク旨だし系かすうどんハーフサイズ
＋グラスビール

串カツ5本盛りor刺身5種盛り
+生ビール・チューハイ・焼酎・日本酒等

鹿肉ミートボール又は前菜盛合
+ワイン・ビール・ソフトドリンク

鶏ササミサラダ＋串揚三種盛り
+生ビールorウーロン茶

3品　おかずの盛合せ
+アサヒ生スーパードライ320ml

店主自慢の一品
+老松、生ビール、ハイボール

サザエの壺焼き＋サムライロック

カナッペ+ハンガーショット

カレーとパン
＋380円までのドリンク各種

ホルモンミックス＋ハイボール

串かつ3本
＋生樽ギネスビールorウーロン茶

和牛カルビ　限定100食
＋生ビール/チュウーハイ/ソフトドリンク

スモークチキン＋1ドリンク
( 限定50食）

14 12:00-23:00インディアン パレス

全てバル特別メニューです !!
＋生ビールorワインorラッシー

15

レンゲで汁なし坦々麺、黒酢酢豚
＋カメ紹興酒or生ビールor上海サワー

16

16:00-21:00

ミニアフタヌーンティーセット
コーヒーor紅茶orゆずはちみつ

17

中華料理　開華亭

店主自慢5種盛
＋1ドリンク色々選べます

にぎり寿し4貫＋1ドリンク

店長のイチオシ料理３種
＋1ドリンク

和牛と青唐辛子の炙り
＋お好きなドリンク一杯

ホットケーキマロンソース仕立て
＋秋のスペシャルティコーヒー

牛すじ煮込みもしくはおでん5種
＋ビール、焼酎、梅酒何でもＯＫ！

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

18

19

20

21

22

23

24

ナポリ名物のモチモチ揚げパンにイカス
ミを練りこんだペコオリジナルに生ハム
をのせてさらにアレンジ！！

37 12:00-24:00

☎072-777-3077　西台 3-1-1
【通常営業】11:30-14:30(LO)/18:00-22:30(LO)※金土は LO25:00　月休

Taverna Pecorino
タベルナ　ペコリーノ

旬の素材を生かした串カツ、刺身を是
非楽しんで下さい。皆様に喜んで頂け
るよう頑張ります。当日特典あり。

38 12:00-19:00

☎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

串カツ居酒屋　らくだ屋

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。

39 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

イタリアンレストラン　アントン

４月オープンのお店です。ぜひこの機会
にお立ち寄り下さい。限定 100 食でお待
ちしております。

40 15:00-19:00

☎072-778-1111　西台 3-2-36
【通常営業】17:00-26:00　不定休

居酒屋   さくら

腕に縒りを掛けてお待ちしております。
雰囲気たっぷりのお店で、美味しいビー
ルをご堪能下さい。

41 12:00-22:00

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

陽楽房

今回は、マジで過去最大のバルメニュー
です！

42 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

伊丹復活酒場　和田家

ここで一句！「秋だけど　あき竹城は　
女優です　私つぶやき　サザエ壺焼き」
旨いです～！

43 14:00-21:00

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

ほこ　～魚菜と地酒～

おいしいカレーでお待ちしています。

44 15:00-20:00

☎072-770-9616　中央 1-7-13
【通常営業】11:30-14:00/15:00-23:00　夜のみ日祝休

OHANA

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。限定
50 食

45 17:00-22:00

☎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

毎度おなじみホルモンミックス！ハイ
ボールとの相性抜群！限定 150 食！
まってま～す♡

46 15:00-20:00

☎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

（たぶん）世界で唯一 !! 生樽ギネスビール
が飲める串かつ屋です。（きっと……）

47 12:00-20:00

☎072-772-0913　中央 1-5-5
【通常営業】11:30-14:00/17:00-23:00　月・第 1、第 3火休

串かつ　吉野

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。

48 16:30-19:00

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

焼肉　いちりき

鍋だけじゃなく、一品料理も楽しめます。

49 16:00-23:00

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

韓国酒場　いちから

各種宴会承ります。1 次会食べて飲んで
歌って2次会でもOK。ご相談しましょう。
幹事さん。限定 150 食

50 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

カラオケ おふくろの味   薩摩

日替わりでおすすめメニューを提供して
います。バルメニューは限定 100 食です。

51 12:00-21:00

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

憩

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。

52 12:00-22:00

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

純白そば月山

限定 200 食。お祭りなので赤字覚悟でご
提供。是非お立寄り下さい。

53 15:00-25:00

☎072-783-3007　中央 1-6-4
【通常営業】17:30-25:00　火休

きて屋　伊丹店

バルでの出合い大切にしたいと思います。
限定 100 食

54 17:00-21:00

☎072-772-3229　中央 1-8-17
【通常営業】17:00-24:30(LO23:00)　不定休（10 月～ 3月は無休）

玄品ふぐ　伊丹の関

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！

55 15:00-22:00

☎072-772-7235　中央 1-6-7
【通常営業】11:30-22:00　木休

新むさし

串カツを中心とした色々な料理がある立
ち飲み屋です。ぜひ気軽におこし下さい。

56 14:00-21:30

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

立ち飲み処「松」

5 月 1 日にオープンしました。コシとの
どごしのある自慢のうどんです！夜は居
酒屋風の店です。

57 12:00-23:00
(LO22:30)

☎072-781-8838　中央 1-9-22
【通常営業】11:00-16:00/18:00-23:00(LO22:30)　月休

お希楽うどん酒場 
いっぷく家

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で、バルをお楽し
み下さい。

58 13:00-21:00

☎072-782-2455　中央 1-9-21
【通常営業】15:00-21:00　水・第 3木休

白玉屋

昔懐かしい歌謡曲を楽しみながらお酒の
飲めるバーです。70 年代～ 90 年代約１
万曲 !! 限定 50 食

59 16:00-21:00

☎072-772-5102　中央 1-5-19 ピュア伊丹 21-6F
【通常営業】19:00-24:00　日休

なつかし歌謡曲バー DABADA

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

60 18:00-23:00

☎072-784-0502　中央 1-5-18 伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ1F
【通常営業】18:00-29:00　月休

かすうどん　いたみ家

テーブル、掘りごたつ席もご用意してお
ります。団体様でもＯＫ！

61 17:00-27:00
(LO26:00)

☎072-778-6814　中央 1-5-18
【通常営業】17:00-27:00(LO26:00)　無休

炭火焼き鳥専門店   あみや  伊丹店

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！！

62 17:00-22:00

☎072-772-8989　中央 1-5-18　伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ2Ｆ  ﾗﾝﾁ土日休（ﾃﾞｨﾅｰ年末年始）
【通常営業】12:00-14:00/18:00-23:00※金土祝前は 24:00 まで　

やきやき鉃板　はる田

限定 100 食。大根おろしたっぷり、自家
製のポンズで。

63 17:00-25:00

☎072-781-3177　中央 4-4-8
【通常営業】17:00-25:00　第 1・第 3日休

虎武士　伊丹店

前回好評につき、造り 3 種盛

64 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

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

ゆったりとくつろいでいただける和風居
酒屋です。

66

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

三楽

今回はロールキャベツで、ソースがカ
レーとデミソースの 2 種をかけます。

65

☎072-772-1315　中央 4-3-20
【通常営業】11:00-17:00　第 1・第 3日休

喫茶&PUB英（はなぶさ）

女性お一人でもゆっくり飲んで頂けるお
店です。限定 100 食

67 13:00-23:00

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

Dining ryu

限定 100 食。黒糖焼酎の品ぞろえ伊丹
NO.１　たぶん？

68 12:00-16:00

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

奄美料理　きゅらむん

海の幸、山の幸、伊丹の幸、いつも感謝。
売り切れゴメン

69 12:00-22:00

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

酒遊館　味蔵

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。

70 15:00-23:00

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

千歳ワイナリー

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。

71 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 )

家庭料理　うめ家

濃いめのコーヒーとピュアチョコレート
とのコラボ。“ ホットモカジャバ ” とバナ
ナシフォンケーキで。

12:00-16:00

☎072-783-7030　宮ノ前 1-3-30 伊丹アイフォニックホール 1F
【通常営業】10:00-18:00　水休

軽食・喫茶   ファイン

今回も定番ポモドーロ！

73 12:00-14:30
18:00-21:00

☎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】11:30-15:00/17:30-23:30　水休

Pizzeria Trattoria 
Kazu のちゅーぼー

東商店街から移転リニューアルしてバ
ル初参加。席数も増え新しくなったス
マイル★キッチン★です。

74 13:00-16:00
17:00-20:00

☎072-779-5087　宮ノ前 2-1-10-101
【通常営業】17:30-24:00( 最大 26:00)　火休

スマイル★キッチン★

お料理は上記二品にデザートを加えた三
品からお選び頂けます。もちろんドリン
ク一杯もついてます。

75

☎072-785-1164　宮ノ前 2-1-2 みやのまち 4号館 1F
【通常営業】ランチ 11:30-14:30/ ディナー 17:00-24:00　不定休

まるで森林に踏み込んだようなお店で
す。グリーンを基調にしております。

76 12:00-18:00

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

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

77

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

カフェモール   集い

陽射しの差し込むガラス張りのオシャレ
なお店です。限定 100 食 !! 早い者勝ち♡

78 12:00-20:00

☎072-772-0700　中央 3-2-6
【通常営業】9:00-15:00　日休

mothers

たこやき  Bar   Jammin
ジャミン

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。

79 12:00-20:00

☎072-777-1369　中央 3-2-4
【通常営業】9:00-20:00　月休

立食パーティー＆ピアノ生演奏。秋の
味覚をテーマにご用意。お帰りにはジェ
ラートのプレゼントも！

80 15:00-22:00

☎072-777-2741　中央 3-2-27
【通常営業】11:30-14:30/17:30-21:00(LO)　月休

西洋懐石　アンシャンテ

クロスロードカフェ

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！

81 12:00-21:00

☎072-773-1323　中央 3-4-15
【通常営業】11:30-22:30　第 2火休

白雪ブルワリービレッジ 長寿蔵

大好評のマロン豚の串揚げと、生中
ジョッキ・『老松』冷酒が呑めます。冷
酒は数量限定です。

82 12:00-14:00
17:00-23:00

☎072-783-1110　中央 3-1-28-1F
【通常営業】11:30-14:00(LO13:30)/17:00-23:00(LO22:30)　火休

芦屋 串の助 kura

新鮮な魚をご用意してお待ちしております。

83 12:00-15:00

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

だんらん処一　ichi

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。

84 14:00-18:00

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

すし善

今回は洋食シェフ特製さっぱりテリーヌ
を仕込みます。ワインとのマリア―ジュ
をお愉しみ下さい。

85 12:00-23:00

☎072-777-1111（代）　中央 6-2-33
【通常営業】10:00-23:00　無休

伊丹シティホテル　ロビーラウンジ　
ルフラン

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！

86 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

9 月 1 日よりメニュー新たに創作中華扇
リニューアル致します。ぜひご来店お待
ちしております。

87 15:00-21:00

☎072-747-3338　伊丹 1-8-25-1 【通常営業】11:30-14:30/17:30-23:00
( 金・土・祝前 24:00 まで / 日・祝 21:00 まで )　月休

創作中華　扇

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。

88 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

すし楽

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。限定 100 食。

89 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

鉄板DINING　十一

今回は、ミニ天ザルそばにビールがセッ
トになった限定 50 食と大変お得なメ
ニューです。

90 14:00-17:00

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

奥出雲そば処　一福

当店はカレー専門店です。専門店ならで
はの本格カレーをぜひお楽しみ下さい。

91 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)※木は LO15:00　無休

カレー専門店　ナゴミヤ

極上のおからを炊き上げた一品に枝豆
豆富、紫漬け豆富、冷奴に、ビール、梅酒、
日本酒を用意してます。

92 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

一所懸命します。さらに旧岡田家酒蔵で
は伊丹の歴史を楽しめるイベントも開催
しています。是非！

93 17:00-24:00

☎072-781-8655　伊丹 2-2-12-1
【通常営業】17:00-24:00(22:30 最終入店 )　不定休

串かつ　やんなか

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！！

94 12:00-16:00

☎072-786-1611　伊丹 2-2-12
【通常営業】18:00-23:00　不定休

“ 奄んちゅ ”
あま

豚肉とパエリアを中心にワインと日本酒
で 1 人でもゆっくりして頂けるバルです。
限定 250 食

95 17:30-27:00

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

sakagura BODEGA

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。

96 12:00-21:00

☎072-782-3084　伊丹 1-13-56
【通常営業】11:00-21:30　月休

鮨　千寿
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黒毛和牛のデミ味噌やわらか煮
or旬野菜のスチームフォンデュ＋1ドリンク

http://r.gnavi.co.jp/k377300/

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

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

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

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

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

http://www.hirocoffee.co.jp/

http://www.pecorino1028.com/

http://www.just.st/?in=7188950

http://www.qoorie.com/

http://r.gnavi.co.jp/k741600/

http://www.tettiri.com

http://ameblo.jp/dabada-bar/

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

http://locoplace.jp/t000193681/top

http://itami-city.jp/shop/00000329653/

http://ww81.tiki.ne.jp/~smilekitchen/

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

http://r.gnavi.co.jp/c889400/

http://ggyao.usen.com/0005007424/

itamicity-h.com

http://www.teppan-toichi.com

http://www.at-ml.jp/?in=66522

12:00-20:00

12:00-23:00

すし5カン＋


