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スタンプラリー

龍野商工会議所がお届けする

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、 外出の自粛が続いています。 そんな中、 市内飲食店では
オリジナル弁当の持ち帰りや出前等の対策を実施するなど、 がんばるお店が数多くあります。
是非この機会に、行きつけのお店でいつものメニューを頼むのもよし、普段行かない新しいお店に
チャレンジするもよし、地元飲食店の味をご家庭や職場でお楽しみください。

お持ち帰り料理・出前が
できるお店情報

長期熟成の酒粕を発酵させた「赤酢」
を使用したシャリで巻いた具沢山の
海鮮太巻きです。

■たつの市龍野町川原町151-1-101  ■受付（営業）時間 11：00～19：00
■定休日 木曜日

☎ 080-2255-0276

ふわとろたまごのオムライスに続く
テイクアウト商品第2弾。喫茶店の味
ナポリタンがお仕事場
やご家庭でお召し上が
り頂けます。

■たつの市龍野町富永988-1  ■営業時間 8：00～18：00（土・日・祝 17：00
まで）  ■受付（平日）16時、（土日祝）15時／受渡（平日）17時、（土日祝）
16時  ■定休日 火曜日　　https://www.facebook.com/cafeshien1959

☎ （0791）62-3905 FAX （0791）62-3905

鮮度抜群のネタを職場やご家庭でお
楽しみください!
クレジットカード、キャッシュレス支払
できます。

■たつの市龍野町堂本371-3  ■受付（営業）時間 11：00～22：00（時短営
業中 20時まで）  ■定休日 なし　　http://www.sushi-kanta.com/

☎ （0791）62-4505

名物あなご寿司、盛り合わせ、幕ノ内、
日替弁当のテイクアウト・配達を承っ
ております（要予約）。配達に関しまし
て、個数・金額
等、要相談で
お願いします。

■たつの市龍野町旭町153  
■受付（営業）時間 9：00～17：00  ■定休日 水曜日

☎ （0791）62-0038 FAX （0791）62-0380 FAX （0791）62-4505

注文
個数 1本～ 注文

個数 1皿～

注文
個数 2人前～

注文
個数 1人前～

①5月22日～6月1日の期間で、掲載店舗を巡り、
お持ち帰りや出前の注文、またお店の利用で
裏面にスタンプを集めます。
②2店舗を巡り、スタンプを集めた台紙を郵送ま
たは持参にてご応募ください。

応
募
方
法

参
加
方
法

1．郵送による応募 スタンプ台紙をはがきに貼付けて郵送してください。
　　　宛先 ： 〒679－4167　たつの市龍野町富永702－1　
　　　　　　　　　　　　  龍野商工会議所　宛
2．持参による応募 龍野商工会議所事務局に設置する応募箱へ投函して
　　　　　　　　 ください ［ 龍野経済交流センター3階 ]

食事券が
当たる!!

海鮮太巻き 老舗喫茶店のナポリタン

海鮮弁当箱巻きセット

開
催

参加店で使
える

1,000円の
お食事券が

 抽選で 30
名様に

当たります
!! 開催期間 5月22日○金 ～6月1日○月 

応募締め切りは⇒郵送（6月1日必着）、持参（6月1日 17：00まで）

龍野のお店応援 開
催

SUSHI＆VEGETABLE  心

1本／ 1,080円税込

珈琲  紫園

1皿／ 680円税込

すし官太  龍野店

550円～1,300円税別

有限会社  よこた

1箱／ 760円税込



お持ち帰り料理
・出前

ありがとうございます

お持ち帰り料理
・出前

ありがとうございます

龍野商工会議所 サービス業部会発行 :

そば巻き弁当…そば巻き、炊き合わ
せ、小鉢、だし巻き
その他、お魚・とんかつ弁当等ありま
す。お気軽にご連絡くだ
さい。

■たつの市龍野町下霞城22  ■受付（営業）時間 10：00～14：00
■定休日 木曜日

☎ （0791）63-0331 FAX （0791）63-0331 FAX （079）277-4015

絶妙な甘・辛・酸のバランスが特徴の
中国伝統料理です。その他多数揃えて
おります。
詳しくはHPをご覧くだ
さい。

■揖保郡太子町山田666-1  ■営業時間 11：30～14：30  17：30～21：00
（現在は時短営業中）  ■受付／受渡 11時30分～20時  ■定休日 月・火
曜日　　https://www.hotel-sunshineaoyama.co.jp

☎ （079）276-1181

1日15食限定の「至高の天丼」です。
是非ご賞味ください。

■たつの市龍野町片山432-1  ■受付（営業）時間 午前中
■定休日 金曜日

☎ （0791）62-1798

プラス200円でミニ冷やしそうめん付
き。
数量・エリアによっては宅配も賜りま
すので、お気軽に
ご連絡ください。

■たつの市神岡町奥村56  ■営業時間 11：00～17：00  ■受付 8時30分～
10時30分／受渡 11時～16時30分  ■定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）

☎ （0791）65-9000 FAX （0791）65-9008

☎ （0791）62-2211 FAX （0791）62-9911

その他にもお弁当（670円～）・おすし
等取り揃えております。
お電話お待ちしております。

■たつの市龍野町富永518-4  ■受付（営業）時間 9：00～17：00
https://tatuno-yamabuki.com

本格中華をお手頃価格のお弁当で、
税込800円! メイン料理を五種類の
中からお選びいただ
けます。是非この機
会に!

■たつの市龍野町日飼380-1  ■営業時間 11：30～14：30（営業時間につ
いては店舗にお問合せ下さい）  ■受付 10時～14時／受渡 11時30分～
15時  ■定休日 水曜日、第3火曜日　　https://www.happoukaku.com

☎ （0791）63-1350

注文
個数 2個～ 注文

個数 1個～

注文
個数 1個～

注文
個数 1個～

注文
個数 1人前～

注文
個数 1人前～そば巻き弁当 エビの四川風甘辛炒め

美味し天丼 お持ち帰り弁当

彩り弁当 テイクアウト弁当

龍野のお店応援スタンプラリー台紙

※郵送の方は左記台紙をハガキに貼付けてご応募ください。
※当選結果は、食事券の発送をもってかえさせていただきます。

抽選日▶2020年6月2日●火（龍野商工会議所内にて）

お住まい  〒

氏　　名

◀プラス200円で
　ミニ冷やしそうめん

すくね茶屋

1個／ 850円税込

中国料理  桂林（サンシャイン青山）

1人前／ 1,296円税込

そば処  しゅう

1人前／ 850円税込

そうめんの里  庵

1個／ 700円税込

株式会社  山吹

1個／ 1,500円税込 1個／ 800円税込

中国料理  八宝閣

参
加
店
舗

SUSHI＆VEGETABLE 心
有限会社 よこた
すくね茶屋
株式会社 山吹
そば処 しゅう

珈琲 紫園
すし官太 龍野店
中国料理 桂林（サンシャイン青山）
中国料理 八宝閣
そうめんの里 庵
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