あと
バル

！
最大
過去 参加
店
107
1

12:00-15:00 あと
17:00-22:00 バル

ISTANBUL TUGRA

イタリア料理

イル パッパトーレ

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

月休

12:00-22:00

あと
バル

28

BAR LINGUA ＊ FRANCA

41

Taverna Pecorino

あと
バル

12:00-24:00

54

焼肉

いちりき

68

13:00-16:00
17:00-21:00

スマイル★キッチン★

牛煮込みシチューとパスタ
＋生ビール･サワー･ソフトドリンク

アットホームなお店でちょっと一杯。
バルだけの特別メニュー☆150 食限定
なのでお早目に !!

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。

じっくり煮込んだ柔らかい牛肉のシ
チューにパスタとパンをつけて限定
200 食。

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

ジョニーのからあげ

12:00-15:00

81

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

月休

12:00-14:00
15:30-22:30

芦屋 串の助 kura

あと
バル

95

家庭料理

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

うめ家

あと
バル

15:00-24:00

からあげ盛り合せ
＋店内ドリンクメニューから１杯

串揚げ 3 種 + 小鉢 1 品
+ 生中･老松酒 2 種、
その他多数 !!

泉佐野の新鮮魚の造り盛り
＋バルドリンクメニューより

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。

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 !!

バルメニューだけの営業です。ドリン
クの追加は OK です。今回は 600 食用
意します。

☎072-782-4221 中央 4-3-21-101
【通常営業】12:00-15:00/17:00-23:00

16:30-19:00

94

限定 150 食

アルフォンソマンゴーシャーベット＋1 ドリンク

☎072-784-2911 中央 1-5-5 吉野ビル１F
【通常営業】17:00-25:00 不定休 http://r.gnavi.co.jp/k173606/

ペコリーノ

16:00-19:00 バル

海鮮居酒屋

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

不定休

海

12:00-20:00

82

だんらん処 一 ichi

12:00-16:00

火休
あと
バル

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

96

軽食･喫茶

あと

ファイン

12:00-15:00 バル

焼肉カルビ or ロース
＋生ビール･酎ハイ･ソフトドリンク

中トロ、
いか胡巻 他
＋日本酒、
生ビール、
チューハイ

鉄火丼又は鮮魚の刺身 2 種盛
＋生ビール、
老松上選、
その他

バナナシフォンケーキ
＋エスプレッソブレンドコーヒー

フレッシュのノルウェーサーモンを柑
橘類と塩漬けにすることによりおいし
さが増します。

本場インドのシェフが作る料理４種類
をお楽しみ頂けます !（限定 500 食）

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 !!

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 !!

伝統のいちりきのタレを味わって下さ
い。限定 120 食

限定数 100 食

今回も新鮮なマグロをたくさん仕入れ
てみなさまのご来店お待ちしておりま
す。

自慢のケーキとコーヒーでお客様との
出会いをたのしみにしています。

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

月休

12:00-22:00

16

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

無休

16:00-21:00 初

からす屋

あと
バル

29

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

無休

LIVE HOUSE&BAR

ALWAYS

42

15:30-26:00

串カツ居酒屋

らくだ屋

月休

12:00-19:00

あと
バル

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

55

韓国酒場

おはやめに。

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

☎072-775-3088 中央 4-3-21-2F
【通常営業】17:00-24:00 月休

いちから

16:00-23:00

あと
バル

69

喫茶 &PUB 英（はなぶさ）

12:00-20:00

あと
バル

83

マル蔵 by たこ焼き マルミ

☎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

初

12:00-22:00

あと
バル

97

Pizzeria Trattoria

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

Kazu のちゅーぼー

バンバンジー
＋ビール or チューハイ or ハイボール

串カツ３種・小鉢
＋ビール・チューハイ・焼酎

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

超お得セット串カツ３本と造り２種
＋生ビール･チューハイ･焼酎･日本酒等

泡盛りで煮込んだとろ〜り角煮
＋泡盛り･ビール･マッコリ

ハンバーグ
＋ビール･ウーロン･カルピス･コーラ

たこ焼き 明太子マヨネーズ
＋レッドブルウォッカ

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

お客様各々を笑顔でお待ち致しており
ます。

伊丹にはない、新世界スタイルの串カ
ツ屋が OPEN!!!

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！

バル限定 !! 串カツと旬の魚お造り超お
得セット。刺身苦手な方、串カツ 5 本
に変更可。是非ご来店下さい。

泡盛りで 1 日漬け、6 時間煮込んだ角
煮は他では味わえない !!

当店人気のハンバーグを用意しており
ます。限定 100 食です。

老舗のたこ焼き屋マルミがマル蔵とし
てオープン！まずはレッドブルウォッ
カを飲んでバルへ GO!

今回も定番ポモドーロ！

西台 1-6-22 西角
【通常営業】17:00-26:00 不定休

初

あと
バル

17

中華料理

☎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)

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

開華亭

14:00-23:00

あと
バル

30

SHOT BAR Sunafukin

18:00-22:00

あと
バル

43

イタリアンレストラン

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

火休

12:00-15:00（LO)
17:00-20:00（LO）

アントン

56

居酒屋

☎072-772-1315 中央 4-3-20【通常営業】
喫茶 11:00-17:00/ PUB19:00-24:00
喫茶は第 1･3 日休 PUB は日休 http://locoplace.jp/t000193681/top

薩摩

15:00-22:00

あと
バル

黒さつま鶏の手羽先 2 本
＋生ビール･チューハイ･ジュ―ス

当店自慢のオードブル＋1 ドリンク

アンチョビポテトサラダ
＋カクテル１ドリンク

シカ肉カツレツとフォッカッチャ
＋ワイン･ビール･ソフトドリンク

みそおでん･小松菜の煮びたし
＋生ビール、他いろいろ、ソフトドリンク

サッと素揚げし炭火で仕上げるので表
面パリっと中身はジューシーご賞味く
ださい。限定 100 食

豆乳中華粥・ATE-1 のイカ燻を天ぷら・
鶏から薬味ソース・レタス包み お待
ちしてます。

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。

関西 TV「よ〜いどん」で紹介された鹿
肉料理を今回もご用意します。ぜひご
賞味下さいませ !!

全席 72 席御用意しております。新＆忘
年会＆いろいろの宴会幹事さん、御相
談しましょう。

☎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 )

12:00-14:00 あと
19:30-21:30 バル

18

俺のたこやき

水休

初

12:00-21:00

☎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

31

ヒロコーヒー

伊丹中央店

無休

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

44

18:00-

（売り切れ次第終了）

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

居酒屋さくら

12:00-20:00

57

あと

憩

12:00-21:00 バル

70

三楽

12:00-23:00

あと
バル

☎072-773-7900 中央 2-9-29
【通常営業】11:00-23:00 不定休

84

サンジュ

韓国厨房 尚州 ( 旧焼肉喜楽園 )

どて焼＋お好きなドリンク
ゆっくりとくつろいで、いただける、
和風居酒屋です。
☎072-785-7760 中央 4-3-20-101
【通常営業】17:00-23:00 日休

71

☎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 http://r.gnavi.co.jp/c917801/

http://www.marumi03.jp

12:00-22:00 初

あと
バル

あと
バル

12:00-23:00

85

Café 和 なごみ

12:00-16:30

初

あと
バル

キンパ
（韓国のり巻）
とチャプチェ
＋マッコリ or お好きなドリンク

アイスクリームの天ぷら
＋珈琲 or 紅茶

伊丹大鹿で 23 年間、焼肉「喜楽園」と
して市民の皆様に愛されて来ました。
三軒寺前に新装オープン !

限定 150 食 !! 当店自慢のアイスクリー
ムの天ぷら、一度ご賞味下さい。

☎072-770-6020 中央 2-9-29
【通常営業】11:00-22:00 不定休

Dining ryu

98

☎072-777-7531 宮ノ前 3-4-23-2F
【通常営業】9:00-17:00 (LO16:30) 月休＊祝日の場合は営業

Pasta & Pizzeria Creo

16:00-21:00

初

あと
バル

99

創作中華

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

扇

お酒を楽しめる新味投入
＋鶏スープ他、
5 種類ご用意

たこやきと韓国チヂミのセット
＋ビール

チョコ or スフレのチーズケーキ
＋いながわ or アイスコーヒー

とん平焼き
＋生ビールまたはウーロン茶

海老チリ･唐あげと春のサラダなど
＋林檎酒

オードブル盛合せ＋1 ドリンク

シェフのおすすめピッツァ
＋ワイン or ソフトドリンク

昼丼 / 夜デザート（2 種）or１プレート（2 種）
＋限定シャーベットカクテル等 !!

テイクアウトと店内でお食事が出来る
店となっています。バル開催日も通常
通りお持ち帰り出来ます。限定 120 食。

今回西台１丁目に新規オープンしまし
た。外はカリッ、中はジュ―な美味！
ぜひお立ち寄りください。

今年も参加致します。コーヒーとケー
キのセット限定 60 食。早々に売り切れ
ますのでお早めに。

居酒屋さくらです。今回は、当店で人
気のとん平焼きを限定 100 食でお待ち
しております。

海老を 2 匹使って作りました。おなじ
み ミ ニ の 天 津 飯 も つ い て ま す。限 定
100 食です。

美味しいお酒と楽しい会話でおすごし
下さい。静かなお店です。限定 100 食
です。

ナポリから取り寄せた薪釜で焼いた、
もっちり香ばしいピザをお楽しみ下さ
い。

昼はミニ麻婆丼 + スープ。夜は限定カ
クテル等各種お酒 + デザートと料理を
選べるようにしました。

ハーバルカフェルアン

☎072-779-6899 西台 1-7-4
【通常営業】11:00-21:00 不定休

初

12:00-18:00

あと
バル

19

☎072-782-1077 中央 1-2-23 ファミール伊丹デュオ 1F
【通常営業】9:00-22:00 1/1 以外無休 http://www.hirocoﬀee.co.jp/（Facebook も）

イツモノトコロ

32

14:00-23:00

cafe Mon

あと
バル

12:00-22:00

☎072-778-1111 西台 3-2-36 http://www.just.st/?in=7188950
【通常営業】17:00-26:00 不定休

45

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

陽楽房

12:00-22:00 バル

58

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

純白そば月山

12:00-22:00 バル

ハーブ薬膳ミニプレート
＋ハーブティー or ハーブカクテル

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

自家製ミートローフ or ティラミス
＋スペシャルティ or ビア or スパーク

ホクホク大根の煮付けと酢の物！
＋シャキーンと冷えた生ビール !!

天ざる＋生ビール

心とからだにやさしい「疲労回復ピラ
フ」「快腸ポトフ」の 2 種類をご用意・
各 30 食限定。

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。

手作りミートローフに特製ティラミス !!
cafe Mon 今回のテーマは、
「愛情」です。

お昼の日替定食が人気です。可愛い女
性のみのスタッフがお待ちしておりま
す。バルは限定 50 食 !!

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。

☎072-770-3131 西台 1-7-1-1F
【通常営業】11:00-23:00(LO22:30)※日曜のみ 20:00 まで 水休
あと

BAR ば亭

16:00-24:00 バル

20

居食屋

☎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

厨

12:00-23:00 バル

33

お好み焼･鉄板焼

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

12:00-22:00 あと
(LO21:30) バル

Ju:Ju

46

伊丹復活酒場

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

和田家

17:00-28:00 バル

59

きて屋

72

和風創作

☎072-785-8201 中央 2-9-29 パセオ三軒通り 201
【通常営業】11:00-22:00 月休
あと

拓味

12:00-16:00 バル

あと

15:00-25:00 バル

73

白雪ブルワリービレッジ

長寿蔵

12:00-21:00

あと
バル

100 すし楽

あと

12:00-15:00 バル

お楽しみに。
＋生ビール･酎ハイ･冷酒･ウーロン茶

鶏もも中華風煮込み･ソーセージ
＋ビール各種･日本酒･ソフト D

お寿司 5 カン＋ト 1 ドリンク

限定 150 食でお待ちしてます。

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 !

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。

☎072-768- 7751 中央 4-6-3 中尾ビル 1F
【通常営業】17:00-23:00 火休

伊丹店

86

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

☎072-773-1323 中央 3-4-15
【通常営業】11:30-22:30 FOODLast21:30 Drink Last22:00

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

焼肉 BAMBINO

87

西洋懐石 アンシャンテ

第 2 火休

15:00-22:00

あと
バル

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

月休

101 鉄板 DINING 十一

12:00-14:30 あと
17:00-20:00 バル

名古屋風手羽先２本 + お勧め１品
＋生ビール・チューハイ各種

店主自慢 5 種盛
＋全メニューからお好きなドリンク 1 杯

ミニ広島風モダン焼き or ミニとろろ焼き
＋生小ジョッキ･チューハイ･焼酎･ハイボール･
ソフトドリンクから１つ！

大人の燻製 他鳥料理２種類
＋白州ハイボール

焼鳥、
軟骨と手羽先の唐揚げ、
枝豆
＋生ビール･酒･ワイン等

炙り和牛Ｗ寿司の味比べ 漬物付
＋1 ドリンク

スペインの地方料理 ” チリンドロン “

＋ロゼワインとカシスのソルベ

但馬牛のとろけるビーフシチュー
＋赤ワイン or 日本酒

話上手・聞き上手のワイルドマスター
と美人ママがお待ちしております！よ
ろしく、どうぞ！

今回もボリューム満点！
厨のバルメニューご賞味下さい !

店内 48 席。分煙もしております。お子
さま連れでも安心 !! 御来店お待ちして
おります。

沢山の方に満足して頂ける様に前回よ
りメニューを増やしての参加です ! 是
非ご賞味下さい。

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。

バル大好評！オリジナル炙り寿司。今
回は『一皿で 2 度味わえる！』特上和牛・
和牛タン寿司をＷで !

立食パーティー＆ピアノ生演奏。本場
スペインのバル料理をご用意。お帰り
にはソルベのプレゼントも！

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、本格ステーキ
レストランです。

☎072-784-0555 西台 1-7-1-2F
【通常営業】17:00-26:00（LO25:00） 不定休

不定休

Café ʼambar（カフェアンバル） 12:00-18:00

初

あと
バル
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☎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(LO20:00) 月 1 回不定火休

RED LEAVES CAFE（レッドリーブズカフェ） 19:00-28:00

あと
バル

34

麺処

☎072-770-2234 中央 2-1-1
【通常営業】平日 17:00-26:00※金土日は 17:00-28:00 まで
あと

萬寿味

12:00-22:00 バル

アンバルカレー
（ハーフ）
、
サラダ、
プチデザート＋コーヒー or 紅茶

BAR めし筆頭！サバサンド他
+ スペイン･ペネデス産カヴァ他

そばずし･肉吸･そばせんべい
＋生ビール･焼酎･ソフトドリンク

限定 40 食。ホッとくつろげる隠れ家的
カフェ。ハンドメイド雑貨もあります。
あとバルは飲食限定。

200 食 “ＢＡＲで美味しく食べる ” をコ
ンセプトに、皆様に楽しんで頂けるメ
ニューを考えました。

伊丹に来て早や５年。皆様に親しんで
頂いておりますが、より多くの方にう
ちの味を知って頂きたい。

韓国家庭料理

☎072-783-8033 西台 1-7-23
【通常営業】19:00-28:00 不定休

cafeambar.blog.eonet.jp

ちゅん亭

あと

14:00-18:00 バル

22

活えび料理 えび家庵

☎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（LO） 月 1 回不定火休

ebiyan

12:00-27:00

あと
バル

35

ほこ 〜魚菜と地酒〜

あと
バル

13:00-20:00

12:00-20:00 バル

60

ほこではね、ダシで酔うのよ、伝説よ。
最強の胡麻ダレでからめた、極上の鯛
茶漬けをどうぞ！

48

串まる

☎072-779-9977 中央 5-4-1-2F
【通常営業】17:00-23:30（LO23:00） 無休

お希楽居酒屋 裕樹亭（旧お希楽うどん酒場
いっぷく家）

（天然物）
鯛茶漬け＋丹波黒豆ほうじ茶
or 焼サバ寿司＋サムライロック

☎072-775-2918 中央 2-4-12
【通常営業】17:00-24:00 日休（営業有）
あと

松葉寿司

47

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

無休

12:00-23:00 あと
(LO22:30) バル

初

あと
バル

61

Bar xM（バークロスエム）

あと
バル

16:00-22:00

88

クロスロードカフェ

12:00-20:00

あと
バル

☎072-770-3711 伊丹 1-8-22-4 http://www.teppan-toichi.com
【通常営業】11:30-14:30/17:30-22:00 水休

102 奥出雲そば処 一福

あと

14:00-17:00 バル

ミニちく天･鳥天うどん or 天盛り
＋生ビール･チューハイ各種

ピザ風焼き春巻＋1 ドリンク

チキンカバブ or2 種盛ケーキセット
＋生ビール･伊丹の地酒･ジュース

かき揚天ぷらとミニザルそば
＋グラスビール or オレンジジュース

屋号は変わりましたが美味しさは変わ
らず更にメニューも増えました！限定
200 食

えっ ?! 伊丹にこんなおしゃれなバーが
あ る っ て 知 ら な き ゃ 損！ぜ ひ バ ル を
チャンスにのぞいてネ！

ギャラリーカフェ・情報発信基地。マ
ンゴージュース・グァバジュース・ア
イスコーヒーもご用意。

本格的な手打ちそばと野菜のかき揚げ。
限定 50 食とさせて頂きます。

☎072-781-8838 中央 1-9-22
【通常営業】11:00-15:00（LO14:30）/17:00-23:00(LO22:30)

14:00-23:00

74

☎072-777-2741 中央 3-2-27 http://r.gnavi.co.jp/c889400/
【通常営業】11:30-14:30/17:30-21:00(LO) 月休（但し祝日の場合は翌日）

白玉屋

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

月休

13:00-21:00

（全メニュー OK!!）

あと
バル

75

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

食べログ バークロスエム Facebook xM

千歳ワイナリー

15:00-23:00

あと
バル

89

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

http://www.crossroadcafe.jp/

マザーズ（mothers）

あと

12:00-19:00 バル

103

カレー専門店

ナゴミヤ

12:00-15:00/17:00-21:00 あと
バル
22:00-23:45

韓国スウィーツ・ホットック
＋マッコリ、
生小、
烏龍茶

大人気 !! こだわり海老と旬野菜の上天丼
or 特製ジェラート＋ワンドリンク

北海造り or にぎり４貫
＋生エビスビール or ソフトドリンク

串カツ５本 + 串カツソース
＋生中･チューハイ･ウーロン茶

鴨ロース、
竹の子煮、
ゆで玉子、
和え物
＋清酒･生ビール･焼酎･烏龍茶

ペンネサラダ･ライスグラタンコロッケ
＋赤ワイン･白ワイン･生ビール

ハワイアン mini ROCOMOCO
＋瓶ビール
（小）
or ソフトドリンク

ロースカツカレー / カレーうどん
＋ハイボール or ソフトドリンク

今回は韓国デザート、ホットック。お
酒との相性抜群なスウィーツです。
数に限り有りお早めに！

前回も大好評のえび天丼をさらに今回
はバージョンアップ !! 目玉商品の山崎
＆白州ハイボールとどうぞ !!

穴場のスポットです。

二度漬ゴメン！の串カツを、立吞スタ
イルで。当日は串まる特製ソースをプ
レゼント !!

伊丹で最も古い立呑屋です。この機会
に、立ち呑み体験いかがですか？お待
ちしております。

メキシコ料理チリビーンズ、豆腐のグ
ラタンなどワインを飲みながらゆった
りとした時間を。

この辺では味わえないハワイアンなロ
コモコ。気軽に立ちよって下さい。瓶
ビール（小）or ソフトドリンク選べます♡

当日は三部制で特別営業致します。一
部・二部は自慢のカツカレー、三部は
〆にカレーうどんをどうぞ。

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

http://itami-city.jp

ばくだん

12:00-25:00

あと
バル

23

☎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

http://r.gnavi.co.jp/kbg1200/

濵鮓

12:00-19:00

36

☎072-743-6004 中央 2-4-6
【通常営業】14:00-23:00 不定休
あと

みどり園

12:00-19:30 バル

49

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

OHANA

15:00-20:00

あと
バル

62

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

なつかし歌謡曲バー DABADA 12:00-21:00

あと
バル

76

インターネット Bar

☎072-772-0700 中央 3-2-6 ICB 1F
【通常営業】11:30-15:00 日祝休

Hobby's

17:00-24:00

初 あと
バル

90

たこやき Bar Jammin

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

12:00-24:00 バル

104 豆富庵 さらら

15:00-19:45

あと
バル

餃子３ヶ + 鮮魚お造り２種盛り !!
＋各種（生ビール・酎ハイ・ソフトドリンク）

にぎり 4 貫
＋ビール、
酒、
ソフトドリンク

新茶菓子
＋新茶の時期は生新茶がおすすめ

カレーとバケット
＋380 円までのドリンク各種

ローストビーフプレート
＋ビール･サワー･烏龍茶･ジュース

越乃寒梅の酒粕を使った酒粕汁
＋生ビール･日本酒･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

豆富二種 ( 味付けおからと厚揚げ煮 )
＋ビール、
日本酒、
ドリンク等

魔法のレストランで昨年話題となった
北新地「天匠餃子房。」焼餃子と産地直
送鮮魚のお造り。なくなり次第終了 !!

限定 350 食

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。緑
三味をご堪能下さい。

おいしいカレーでお待ちしています。

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 300 食

インターネットと趣味がリンクした新
しいタイプのお店です。お好みの動画
を大画面で楽しみ下さい。

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。

極上のおから炊き上げた一品に、豆腐
二種と厚揚げのうま煮を。あっさりバ
ルです。

☎072-775-1813 西台 1-2-6-2F
【通常営業】11:30-14:00/17:00-22:30
あと

うしお

14:00-20:00 バル

24

野乃鳥

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

水休
あと

備丹蔵

17:00-22:30 バル

37

月山流

☎072-770-9616 中央 1-7-13
【通常営業】11:30-14:00/15:00-23:00
あと

池瀧うどん

12:00-20:00 バル

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

フォアグラの炭火焼き
＋ビール･ワイン etc…

天ざるうどん＋生ビール

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。

バルサミコ酢と秘伝の鳥タレで作った
ソースで提供させていただきます。限
定 200 食です。

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 !

☎072-779-7342 西台 1-2-6-1F-A
【通常営業】17:00-23:30 月休

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

12:00-29:00 初

cafe& bar KAHULUI

あと
バル

25

魚串･野菜串

野乃鳥

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

備丹蔵で検索！

炙り家 ええねん

12:00-27:00

あと
バル

38

カフェハウス

50

立呑み

☎072-772-5101 中央 1-5-19 ピュア伊丹 21-6F
【通常営業】19:00-24:00 日休 http://ameblo.jp/dabada-bar

夜のみ日祝休

おとめ食堂

15:00-20:00 初

あと
バル

あと

12:00-20:00 バル

51

SHOT

かすうどん

いたみ家

77

18:00-23:00

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

http://hobbysbar.jimdo.com/

もんじゃ焼き･お好み焼き･鉄板焼き弓場

あと

12:00-14:00 初 バル

91

☎072-775-3636 伊丹 1-8-22-1 http://www.tajimaya-foods.co.jp
【通常営業】11:00-19:45（LO） 無休

Dining Bar Garden

あと

18:00-27:00 バル

ハーフ MIX 焼きそば＆小鉢
＋生中･チューハイ･ソフトドリンク

スペイン風牛肉の赤ワイン煮

売切れしだいローテーション !

バル初参加！！女の子の営む立呑み屋
です！乙女一同心よりお待ちいたして
おります♡限定 200 食

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

バル初参加 !! 平成生まれならではの笑
顔と元気で頑張ります☆（限定 50 食）

バル＝スペイン！今回は 50 食限定でや
らせて頂きます。少ないですが、お待
ちしております。

アグーの豚しゃぶサラダ→角煮→石垣
牛コロッケとアグーウィンナーと入れ
替えますのでお楽しみに♡

BAR

sob

☎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

15:00-20:00

64

炭火焼き鳥専門店

あみや 伊丹店

☎072-770-6611 宮ノ前 2-1-11
【通常営業】18:00-27:00 水休

☎072-770-3776 中央 5-2-6
【通常営業】17:30-27:00 火休

17:00-27:00 あと
(LO26:00) バル

78

酒遊館

＋自家製サングリア・春のカクテル

味蔵

12:00-22:30

あと
バル

92

みやのまち 4 号館 1F

カフェモール 集い

12:00-18:00

あと
バル

焼き鳥 4 串、
キャベツ
＋飲み放題メニューより 1 杯

青森県八戸産鯖棒寿司＋生ビール中･

パンネルのサンドとシフォンケーキ
＋お好きなソフトドリンク

初めてのバル参加 !! 当店人気のホット
ドック。一度ご賞味下さい。お待ちし
http://cafebar-kahului.com
ております。

黒毛和牛の焼きしゃぶと炙り野菜を自
家製味噌ダレで !! 目玉商品 !! 山崎＆白
州ハイボールとご一緒に !!

ジャズが流れるカフェ
ハニートースト限定 80 食
アイスクリーム限定 60 食

おいしいお酒をくつろいだ雰囲気で 1
杯いかがですか。お一人様歓迎します。
バルセット 50 食限定。

テーブル席、掘りごたつ席もご用意し
ております。団体様でも OK!!

今回の鯖は脂がのっています。

モチモチ感のサンドウィッチと毎回売
り切れのケーキを森の中で食べてね。

ラーメン屋 虎と龍

伊丹店

12:00-28:00

26

珈琲館

伊丹店

あと

12:00-19:00 バル

バルバルラーメン♪
＋グラスビール or チューハイ

伊丹店特製ホットケーキ
＋春のスペシャリティコーヒー

本格九州ラーメン !!２種類のとんこつ
ラーメンを是非ご賞味あれ !!

伊丹店一番人気のホットケーキを今年
も季節の色を加えご提供致します。是
非ご来店下さいませ !

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

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

39

niku cafe nikudo

☎072-778-6814 中央 1-5-18 http://www.yakitori-amiya.co.jp
【通常営業】17:00-27:00(LO26:00) 無休

☎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

12:00-22:00

初

あと
バル

52

ホルモン立処

和田家

日本酒･焼酎･酎ハイ･ソフトドリンク

12:00-22:00

あと
バル

65

やきやき鉃板

はる田

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

17:00-22:00 バル

79

伊丹シティホテル
ロビーラウンジ

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

ルフラン

12:00-23:00

あと
バル

93

蒸し料理と
ワインのお店

ムスン

蒸 musun ん

＋黒糖焼酎･生ビール･ソフトドリンク

☎072-786-1611 伊丹 2-2-12-2
【通常営業】17:30-23:00 頃 月休

春のスパゲティーと生ハム包み
＋ウィスキー、
ソフトドリンク

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

あと
バル

コク旨だし系かすうどんハーフサイズ
＋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

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

15:00-25:00

＋生ビール･ハイボール･チューハイ

黒毛和牛の焼しゃぶと炙り野菜
＋無添加手作りジェラート +1ドリンク

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

105 奄んちゅ

おでん五種盛り

☎072-777-5517 中央 1-7-13
【通常営業】16:00-23:00 不定休

cha 茶 cha

63

☎072-747-2506 中央 5-2-7
【通常営業】20:00-28:00 日休

ホットドック or チリドック
＋グラスビール or ソフトドリンク

☎072-747-4338 西台 1-7-12
カフェ 不定休 /Bar 火休
【通常営業】カフェ 11:00-20:00/Bar20:00-29:00（日）20:00-27:00）

13

12:00-23:00

タベルナ

あと

すし善

手羽あまから揚げ
＋生中 or チューハイ or ソフトドリンク

☎072-781-3177 中央 4-4-8-2F
【通常営業】17:00-25:00 第 1･3 日休
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80

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

☎072-772-0444 西台 2-2-17
【通常営業】11:00-20:00 無休

12

インディアン パレス

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

無休

17:00-27:00 あと
(LO26:30) バル

17:00-25:00 バル

タパス盛り合わせ
＋ワイン ( 赤 or 白 )or ウーロン茶

大分･中津からあげ たんでん

割烹

15

☎072-775-2205 中央 1-2-5-1F
【通常営業】月〜土 18:00-29:00/ 日･祝は 18:00-24:00
あと
バル

あと

虎武士

インド料理 4 品
（チキンティッカ･チキンチリ･
バジャ･マッシュポテト）
＋ビール or ワイン or ラッシー

☎072-785-8535 西台 2-3-5
【通常営業】18:00-25:00 月休

11

初

12:00-27:00

居酒屋

サーモンのオレンジマリネ
＋グラスワイン･オレンジジュース

とり焼居食酒家 あじまる 16:00-21:00

居酒屋

choco nant 〜ちょこなんと〜

肉の旨味たっぷりの自家製濃厚デミパ
スタを山崎＆白州とご一緒に !!

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

10

53

今回で最後の参加です。お客様の笑顔
を楽しみにお待ちしております。

☎072-743-3915 西台 2-4-16-3
【通常営業】9:00-18:00 日･月休

9

12:00-27:00

原点回帰！当店はドリンクが充実！焼
酎・ビール・梅酒など全 300 種類から
ご自由にお選び頂けます。

☎072-785-3309 西台 2-5-9
【通常営業】月〜木 18:00-24:00/ 金土 18:00-26:00

8

BAR OWL

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。

大陸飯店

居酒屋

40

今回もドネルケバブ !? ただのケバブで
はありません。トルコでは欠かせない
食材を使った一品です !!

☎072-784-6002 西台 2-5-12-2F （あおき動物病院さん上）
【通常営業】11:00-18:00 月休 http://www5.ocn.ne.jp/~ruan/

7

12:00-29:00

黒毛和牛の自家製デミ味噌パスタ or

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

6

伊丹 WADO

あと
バル

4 種類のカナッペ
＋色々な飲み物からお選び下さい。

☎072-778-1194 西台 2-5-13
【通常営業】17:30-25:00 月休

5

27

ワイン＆シャンパンと肉料理

宮崎県都城市直送、
豚の酢もつ！
＋焼酎･ビール･梅酒･その他何でもＯＫ

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

4

番鳥

初

焼き物 3 種、
揚げ物、
一品＋1 ドリンク

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

3

炭火焼鳥専門店

あと
バル

８回目となる今回の参加店は 107 店です。初参加は 16 店、
新店から老舗まで、頼もしいバル仲間が増えました。

イスケンデルケバブ
＋ワイン（赤 or 白）･トルコジュース

☎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)

2

14

17:00-27:00 あと
(LO26:00） バル

左の印がついた「あとバル」協力店では 5 月 19 日（日）〜 26 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。チケットが使える時間帯や商品は各店で異なりますので、詳しくは各店にお問合せください。
♪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。

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。
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106

スペインバル

ボデガ

sakagura BODEGA

12:00-15:00 あと
17:30-25:00 バル

新シェフ自慢の逸品タパスたち

＋バスク産リンゴの発泡酒シドラ他
2 月から新シェフを迎えリニューア
ル！美味しいスペイン料理と世界のワ
インを堪能あれ！限定 300 食
☎072-778-6063 伊丹 2-2-18-1F【通常営業】11:30-14:30（LO14:00）
17:30-25:00（LO24:30）※休日前は 27:00（LO26:30） 月休

12:00-27:00

あと
バル

107 鮨 千寿

12:00-21:00

あと
バル

牛･豚･鶏の串＋ハイボール 他

ホルモン MIX!＋角ハイボール

お好み焼 ( 小 )、
小鉢
ソフトドリンク
＋生中･チューハイ、

スモークサーモンと若鶏のサラダ
＋各種ワイン等

黒毛和牛のデミ味噌やわらか煮込 or
特製スチームフォンデュ＋ワンドリンク

握り 3 貫 + 細巻き +ATE-1 最優秀賞のイカのエス
カベーシュ＋生ビール･赤ワイン･ジュース･ウーロン茶

手軽においしいお肉料理を食べられる
新感覚カフェ

ホルモン MIX と超高圧炭酸ハイボー
ル！相性バツグン ! めちゃ旨です♡

こだわりの卵で焼いたふわふわのお好
み焼♡一度ご賞味下さいませ。スタッ
フ一同お待ちしております。

さっぱり爽やかなメニューをご用意し
ました。グループ様にもオススメのゆっ
たり開放的なお店です。

厚切りベーコンと旬の海鮮と野菜の蒸
しをバジルフォンデュソースで !! 山崎
＆白州ハイボールとご一緒に !!

今回で 8 回目をかぞえますが、新鮮な
ネタは健在です。広いお店でゆったり
バルをご堪能ください。限定 400 人前

http://nikuniku29.com/
☎072-743-4477 西台 3-8-3
【通常営業】11:30-15:00（LO14:30）17:30-24:00（LO23:00）火休

☎072-770-2234 中央 1-5-5 ボントンビル 1F
【通常営業】13:00-25:00 不定休

☎072-772-8989 中央 1-5-18 伊丹中央ﾌﾟﾗｻﾞ2Ｆ ＨＰあり
【通常営業】ランチ 12:00-14:00（月〜金のみ）/ ディナー 18:00-23:00（月〜木）
※金土祝日前は 24:00 まで

ランチ土日祝休 / ディナー無休

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

itamicity-h.com

☎072-785-1164 宮ノ前 2-1-2 みやのまち 4 号館 1F http://r.gnavi.co.jp/k173604/
【通常営業】ランチ 11:30-14:30/ ディナー 17:00-24:00 不定休

☎072-782-3084 伊丹 1-13-56
【通常営業】11:00-22:00 月休

http://r.gnavi.co.jp/c700400/

