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パスポート

店員

ポッキリ価格!
A B C

＊ ＊

龍野お店巡りパスポートとは？

　市民の皆様に楽しく地元のお店を巡っていただけるよう、「龍野お店
巡りパスポート 第２弾」を発行します。本冊子ではこの期間でしか利用
できない、お得な“ポッキリ価格”の商品やサービスを紹介しており、
食事やお買い物がしやすくなっているのが特徴です。
　コロナウイルス感染症対策にご協力の上、是非ご家族・ご友人と
市内のお店をご利用ください。

抽選で賞品が当たる！
スタンプラリー参加方法

　「龍野お店巡りパスポート」を持参し、各店舗にてスタンプを集めると、
抽選で協賛賞品が当たるイベントも実施します。

当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
賞品の発送は６月上旬を予定しています。
※賞品の一例は本書p12をご覧ください。

★龍野お店巡りパスポートの使い方♪

本冊子では
各店舗のサービスを
ジャンルごとに
色分けしています。

※本冊子掲載の「ポッキリ価格」はすべて税込です。

スタンプ台紙に必要事項を記入し、龍野商工会議所へ持参
または63円切手を貼って投函する。
※龍野商工会議所開館時間は平日9時～17時です。
ハガキでの応募期限は5月31日（月）（当日消印有効）です。

別々のスタンプを３個以上集める。
※スタンプ３個につき1回応募ができます！

会計時に本書p12のスタンプ台紙にスタンプを押しても
らう。

4月19日（月）～5月31日（月）の期間に、本冊子に掲載し
ている店舗にて商品の購入またはサービスを利用する。

本書
を持っ

てお店へGO！！

郵送されたパスポート冊子を
持って利用したいお店へ…

予想以上のサービスにびっくり!
お支払いは「ポッキリ価格」!
お得で簡単!

利用したいサービスの
ページをお店で
見せよう!

1. グルメ ……………………………
2. 食料品 ……………………………
3. 衣料・日用品・生活雑貨 …………
4. 美容・健康・暮らしのサービス……



サラダ・スープ・チキンティッカ・パパドナンorラ
イスにソフトドリンクが付いて通常1,100円のと
ころ1,000円ポッキリで！

ランチAセット

たつの市誉田町広山202-3
☎  0791－63－5233
○営  11：00～15：00、17：00～22：00
○休  無

鶏がら、煮干し、真昆布などの旨味を凝縮したスー
プと、龍野淡口醤油を軸としたオリジナルブレンド
醤油とを合わせたあっさりながらコクのある中華
そば。 新鮮卵が2個付いた卵かけご飯とのセットで
1，000円。 ※写真は中華そば（醤油）

中華そば（醤油・塩）卵かけご飯付

たつの市龍野町本町7-1
☎  0791－78－9777
○営  11：00～14：00、18：00～21：00
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

ッキリ価格ポポ1,000円
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通常2,200円のランチセットを200円引きの2,000円
にて提供します。こだわりの赤酢を使ったお寿司を
ご堪能ください。

たつの市龍野町川原町151-1-101
☎  080－2255－0276
○営  11：00～14：00
○休  木曜日
https://kokoro-556.com

ッキリ価格ポポ2,000円

セイロ・ベジタブル 平日ランチ限定

寿司ランチセット（１番人気）
毎日限定30食（予約優先）

通常3,850円⇒3,500円（税込）に。
内容：刺身、おばんざい、和牛の塩麹焼き、揚げ物、ご
はんもの、デザート

おばんざいと和のCコース
1日3名限定、夜間のみ

煮麺、おにぎり、小鉢のセット！期間限定で税込
1,000円ポッキリで提供いたします。

煮麺セット

たつの市龍野町下霞城22
☎  0791－63－0331
○営  11：00～22：00 （17：00以降要予約）
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

ッキリ価格ポポ 500円  

たつの市龍野町島田731-11
☎  0791－64－0230
○営  11：30～15：00、17：30～22：00
○休  月曜夜、火曜日

ッキリ価格ポポ3,500円

新発売を記念して、ご注文時にパスポートをご提示
いただくと、通常700円→500円！

神戸牛醤油ラーメン（つけ麺）

たつの市神岡町奥村56
☎  0791－65－9000
○営  11：00～21：00（ L.O. 20：00 ）
○休  月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.ibonoito.or.jp http://zefuku.com

1日限定10食

14時まで

たつの市龍野町本町72-18
☎  0791－60－3132
○営  11：00～15：00、17：00～22：00（要予約）
○休  火曜日

ッキリ価格ポポ1,500円

通常単品1,650円（税込）のところ、デザートとドリ
ンクを付けて1,500円（税込）ポッキリ！ 焼き物や炊合せ等、旬の素材で季節を感じていただ

ける全8品のお料理です。期間限定2,000円(税込)

片しぼ会席

たつの市龍野町本町1番地　
☎  0791－62－1101
○営  11：30～15：00
○休  不定休

ッキリ価格ポポ2,000円

平日のみ、先着10名様。要予約。

マレーシア家庭料理
Ｊ kitchen

揖保乃糸資料館そうめんの里内
『庵』SUSHI&VEGETABLE 心 龍 風

ポニーズ カフェ 山菜料理 すくね茶屋

ダイニング・是福

片しぼ竹の宿 梅玉



2,500円相当の自然食品、雑貨の福袋を
2,000円ポッキリで！

自然食品、環境に優しい日用品、
雑貨、カフェ

たつの市龍野町旭町26　
☎  0791－78－9680
○営  11：00～16：30
○休  月曜日、火曜日

ッキリ価格ポポ2,000円

1日3名様

ッキリ価格ポポ 600円  
ッキリ価格ポポ 500円  

FB@Kanukacafe https://www.tajimacafe.co
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たつの市神岡町東觜崎字鍵田473-5
（とくなが病院駐車場内）
☎  080－2474－7939
○営  9：00～17：00　
○休  土曜日、日曜日、祝祭日

通常650円→600円！
前日から漬け込んだこだわりのからあげはボリュー
ム満点！ 他にも日替り弁当や牛すじスパイスカレー
（金曜限定）もあります。 配達も可能（応相談）。

からあげ弁当 販売時間11：00～、先着10名様

ッキリ価格ポポ 500円  

やわらかく蜜漬けした栗まるごと1個を、自家製白あ
んに包んで、丁寧に栗の形にして焼き上げました。
通常1個180円⇨3個入り500円（税込）。

栗饅頭

ホームページ新設記念!!
「手づくりアーモンドバター」通常価格550円を
500円に！（お1人様2ケまで）
他券との併用は出来ません。

手づくりアーモンドバター

たつの市龍野町中村298-25　
☎  0791－62－1701
○営  9：00～18：00
○休  木曜日

先着20名様

たつの市龍野町上霞城126 醤油の郷大正ロマン館　
☎  0791－72－9291　○営  10：00～16：30
○休  月曜日（祝日の場合は火曜日）
http://kuraterrace.jp

ッキリ価格ポポ 500円  

魚柱海鮮丼 1日先着10名様

たつの市揖西町新宮121-1
☎  0791－66－0078
○営  11：00～20：00（コロナ対策営業の為、時短中）
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

毎朝仕入れしている新鮮な具材を使ったおすすめ
の一品。通常1，500円→1，000円に。

クラテラスでは、龍野地区にて製造しているオリジ
ナルジェラートダブルサイズを500円（税込）で提
供します。味は醤油・甘酒・さくらなど6種類。
※売切れの場合はご容赦ください。

クラテラスオリジナルジェラート
平日火曜日～金曜日

たつの市龍野町富永988-1　
☎  0791－62－3905
○営  8：00～18：00（土日祝日17：00まで）
○休  火曜日
https://cafeshien1959.com

TAJIMAバーガー + コーヒーorTea セット

たつの市龍野町堂本12-7-102
☎  0791－78－9611
○営  11：00～16：00
○休  月曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

無添加オリジナルクラフトグルメバーガー
「TAJIMAバーガー」1,080円にドリンク（コーヒー
かTea ※いずれもホットorアイス）がついて1,000円
ジャスト！

海老天ぷらセット

たつの市龍野町四箇52-6
☎  0791－64－3758
○営  11：00～21：30
○休  無

ッキリ価格ポポ1,000円

当店自慢のうどん天盛かやくご飯のセットが期間
内ポッキリ1，000円！この機会にぜひご来店くだ
さいませ。

自然食+雑貨 Kanuka

御菓子処 いぼの里

珈琲 紫園

クラテラスたつのかふぇ こまち

お食事処 味遊 TAJIMA café＋office

得得うどん 龍野店
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2nd2nd

ッキリ価格ポポ 200円  
ッキリ価格ポポ1,000円

たつの市神岡町横内173
☎  0791－65－0266
○営  10：00～15：00　○休  月曜日、水曜日、木曜日、土
曜日、日曜日（営業日：火曜日・金曜日）
http://www.heart-y.ne.jp/moriguchi/
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もりぐちのロングセラー商品（田舎そば＆カトレヤ
うどん）と、オリジナルでイチオシの酢みそつゆが
入ったお得なセットです。

マウンテンシュークリーム
前日までにご予約。土曜日のご予約不可。

ボリュームたっぷりの“マウンテンシュークリー
ム”！通常230円→200円！
ぜひご賞味ください。

たつのお店巡りパスポートセット
先着20名様

ッキリ価格ポポ 300円  

黒豚肩ロース（鹿児島産）

たつの市新宮町中野庄233-1
☎  0791－75－2207
○営  9：00～18：15　
○休  月曜日
http://www.butcher.co.jp

ッキリ価格ポポ1,000円

1,200円以上お買い上げで200円割引いたしま
す！（例：店頭商品1,200円分ご購入→1,000円ポッ
キリに！）

果物

たつの市龍野町島田241-11
☎  0791－63－0626
○営  9：00～19：00
○休  水曜日
「果樹　龍野」で検索

ッキリ価格ポポ3,500円

通常4,150円→3,500円。
たっぷり60束！1年熟成させ香りとコシの強い上
級品がお得に！おうち時間の強い味方！

揖保乃糸ひね物上級品60束

たつの市龍野町堂本50
☎  0791－62－1082
○営  9：00～17：00
○休  土曜日、日曜日、祝日

ご来店限定

s-s.jp

http://www.wagyuteitajima.jp

たつの市龍野町富永赤とんぼ文化ホール内
☎  0791－63－1999
○営  8：00～17：00
○休  月曜日

4名様用スペシャルセット

たつの市龍野町島田602-10
☎  0791－62－1129
○営  17：30～22：00
○休  月曜日

ッキリ価格ポポ10,000円

高級なお肉が入っている事で人気のスペシャル
セットをさらに増量して10,000円で提供！

当店が推奨するブランド豚「匠」は旨味がありクセ
も無いため、非常にリピート率が高い商品です。
しゃぶしゃぶ、焼肉、豚カツ、ステーキにどうぞ。通
常100g398円を、税込300円ポッキリで。

ガーリックライスに鉄板焼だし巻（ハーフ）、国産牛
すじコン煮（ハーフ）の名物お得3品セット（通常
1,330円）を1,000円でご提供。

てっぺん名物お得3品セット

たつの市龍野町片山312-3　
☎  0791－64－0270
○営  17：00～23：00
○休  月曜日（祝日の場合は翌日）

ッキリ価格ポポ1,000円

もりぐちの麺や。 肉店 ぶっちゃーサタディサン

和牛亭たじま 果樹 龍野マルコ果物店 ㈱高田商店

てっぺん 鉄板焼きとごはんのお店
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2nd2nd 通常980円⇒600円（税込）ポッキリ。
男性・女性それぞれデザインございます。

夏用ヘップサンダル

ッキリ価格ポポ 600円  

ッキリ価格ポポ 600円  

1日限定50個

今がお得！ガチャガチャメカとヒキダシハウス（小
物入れ）が500円。
ハコロボも300円のポッキリ価格です！

おうち時間を楽しむダンボール工作キット
ラボまたは本社にてお買い求めの方限定。

イニシャルキーホルダー＆ケーブル束ね

https://kawanomori.com

本革製のイニシャルキーホルダーとケーブル束ね
を合わせて通常550円→500円！
その他、様々な革製品をご用意しています。また製作体
験も随時実施できますので、気軽にお越しください。

たつの市龍野町宮脇61　
☎  0791－78－9528
○営  11：00～18：00　
○休  火曜日

ッキリ価格ポポ 500円  

キャビネサイズ額入り写真
終活始められる方に、スタジオ写真で素敵な笑顔を
残しませんか。
キャビネサイズ額入り5，698円→5，000円で!!

たつの市龍野町堂本367-1　
☎  0791－62－4989
○営  9：00～19：00　
○休  無

you-pack.co.jp

たつの市神岡町大住寺794　
☎  0791－78－8511
○営  9：00～17：00　
○休  土曜日・日曜日・祝日

ッキリ価格ポポ 500円  

きもの丸洗い期間限定で4，800円→2，800円に。
長襦袢も2，500円で承ります！

きもの丸洗い

たつの市龍野町堂本227-1　
☎  0791－63－5963
○営  10：00～18：00 
○休  水曜日（GW期間中休み有り）

ッキリ価格ポポ2,800円

ッキリ価格ポポ5,000円

今治タオルてぬぐい
【薄い・軽い・すぐ乾く】タオル手ぬぐいは温泉やス
ポーツ等で大活躍の1枚。デザインも多く取り揃え
ていますので是非どうぞ！

本社雅彦化成㈱の革を使用して製品を作っていま
す。色出しが得意で、カラフルな色のバッグや小物を
取り扱っております。
毎月1週間程、イベントセール実施中。

ステッチ小ポーチ

たつの市神岡町沢田1308　
☎  0791－72－8186
○営  10：00～18：00 
○休  不定休（ほとんど開いています）

ッキリ価格ポポ1,000円

たつの市龍野町堂本260-1　赤とんぼ広場一番街2階
☎  0791－62－1256
○営  10：00～19：00
○休  第2、第4水曜日
http://sakai-shoes.com/

87

https://magasin-de-cuir.com

たつの市龍野町小宅北19-1
☎  0791－62－0223
○営  平日9：00～18：00（土日祝10：00～18：00）
○休  年末年始、ＧＷ、お盆
http://koroyasu.com

在庫には限りがあります。

シューズサカイたつの店

着物Jewelry　
華々 Hana Hana

magasin de cuir
マガザン  ドゥ  キュイール

革の森

オオツカ写楽

㈲頃安畳商店 こころ館 ㈱ユーパック・HACO-LABO
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2nd2nd エステシェービング通常4,000円のところ、3，500円
ポッキリで！ 自分では剃ることが難しい目元や小鼻
の産毛を丁寧に剃り、フェイシャルケアをさせていた
だきます。

エステシェービング（お顔剃り）

たつの市龍野町富永732-2
☎  0791－63－2426
○営  9：30～19：00
○休  月曜日、第1・2・3火曜日
http://ayajn.ne.jp/

ッキリ価格ポポ
A-6,000円
B-3,800円

ッキリ価格ポポ3,500円

腰痛・首・肩こり・疲れた身体をもみほぐします。
感染症対策実施。
A：もみほぐし（60分）＋足つぼ（30分）通常7,000円→6,000円
B：もみほぐし（60分）通常4,370円→3,800円

たつの市龍野町富永465-4 YYビル1F（龍野郵便局
向かい）
☎  0791－63－7785
○営  10：00～22：00　○休  無

ふかふかマットと真白ボール
お得にゴルフ練習しましょう！
HPよりLINE友達新規追加しお得なクーポンをゲット！

LINE友達、新規追加で「初回限定クーポン」

もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・クイック
組合せ自由 先着10名様

「SPF50+  PA+++」 独自の紫外線吸収剤フリー
処方。ウォータープルーフタイプ。
通常3,740円が3,500円（税込）ポッキリ。

イデアルUVプロテクション
（日焼け止めクリーム） 先着30名

通常コース6，600円が4，000円。
当院自慢のあたまの整体を是非体験して、日頃の疲れ
を癒してください。

肩こり首こり頭痛スッキリコース
完全予約制（お早目にお願いいたします。）

揖保郡太子町東南355
☎  079－277－3900
○営  9：30～18：00　
○休  火曜日
http://www.ushimaru-k.co.jp

ッキリ価格ポポ5,000円

販売総数2，000個を超える大ヒット商品のうしま
るオリジナル安眠まくらを、期間中のみ5，500円→
5，000円ポッキリにて！

うしまるオリジナル安眠まくら

たつの市龍野町上川原68-2
☎  0791－63－0200
○営  9：00～18：00
○休  月曜日、第1・3・5日曜日

ッキリ価格ポポ3,500円

たつの市誉田町内山43-3
☎  0791－62－1122
○営  9：00～12：00、14：00～19：00
○休  日曜日、祝日
https://issei-seikotsuin.com

ッキリ価格ポポ4,000円

ストレッチポールを使って背中や股関節をほぐし、体
のバランスを整えるレッスン。
通常1，500円～2，000円→1，000円に。

美姿勢ストレッチポールレッスン
火曜日14時～、日曜日10時～。60分。1日5名以内。

たつの市龍野町富永164-1
☎  0791－63－5101
○営  10：00～21：00
○休  月曜日、金曜日、祝日、第5週目
https://misaballet.com

ッキリ価格ポポ1,000円

たつの市揖西町土師
○営  日の出～22：00
○休  無
aioi-sgc.com

ッキリ価格ポポ
110球/500

円
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LINE友達追加はこちらから⇒

Hair Ayajn

髪と顔を創る さくら美容室

Noahr美療整体院

ミサバレエスクール

相生水上ゴルフセンター

揉みほぐし・シェノンうしまる



キリトリ線

〒679-4167
兵庫県たつの市龍野町富永702-1
　   龍野商工会議所 行

郵便はがき
お手数ですが

63円切手を

貼ってお送り

下さい。

フリガナ

お名前

ご住所

電話番号

性別

年齢

男・女

歳

〒

（　　　 ）

ス　タ　ン　プ　台　紙

食事券 商品券
マンツーマンの個別レッスンが30分500円で。分か
らない事だけを聞きたい。家族には聞きにくいな
ど、お気軽にご相談ください。

シニア向けスマホ教室
（個別レッスン） 要予約

ッキリ価格ポポ 500円  

スマートマッサージャー“パプリカ”
メーカー希望価格13,200円。 どこでもお手軽にで
きるマッサージャー。 腰・背中・肩・足等“疲れ”を癒
します。 店頭体験可。

たつの市龍野町堂本260-1 赤とんぼ広場一番街1Ｆ
☎  0791－63－1811
○営  10：00～19：00　
○休  第2、4水曜日
www.kinositaya.com

たつの市龍野町堂本17-17龍野ショッピング
☎  050－3396－1148
○営  10：00～19：00
○休  HPでご確認ください

ッキリ価格ポポ8,000円

カット（ブロー付）
通常3,850円→3,000円！ ご予約優先でおひとり
ずつ丁寧に施術します。
光脱毛どこでも3ヶ所3,000円。

たつの市龍野町富永1005番35
　　　　　露風館　1F（美容院） 2F（エステサロン）
☎  0791－63－4559（1F美容院）
☎  0791－62－1513（2Fエステサロン）
○営  9：00～18：00　○休  無
www.hougoku.jp

ッキリ価格ポポ
各3,000円

アルビオン　スキコン110ml

男性愛用者も多数の超ロングセラーの化粧水お試
しサイズ。 通常3，850円→3，500円。
5/31まで20％ポイント還元セール中。

たつの市龍野町堂本62-9　龍野ショッピング内
☎  0791－63－3590
○営  10：00～19：00　
○休  木曜日
http://www.heart-y.ne.jp/kimuraco/

ッキリ価格ポポ3,500円

https://aihonya-tatsuno.jimdo.com/
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応募期限：5月31日●月   ※当日消印有効

300名様に抽選で協賛賞品が当たります！
スタンプ3個で、1回応募ができます。

本冊子掲載店舗からスタンプラリー参加の皆様へ、食事券・お買物券・商品引
き換え券などの協賛賞品を提供いただきました。 スタンプを3つ集めて応募
された方の中から、抽選で協賛賞品が当たります！どこのお店の賞品が当た
るかはお楽しみです。

当選された方は食事券や商品引換券を店舗へ持参し、ご利用ください。

先着10名様

トータルビューティサロン
法悟空 たつの店

あいほん屋 たつの店

キノシタヤ薬局赤とんぼ店

きむら化粧品


