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龍野 SMILE 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SMILEパス
ポート」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。

地元特産品をゲット！スタンプラリー参加方法

★龍野SMILEパスポートの使い方♪

龍野SMILEパスポートスタンプラリー協賛企業と提供商品（50音順）

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。
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イトメン株式会社

カネス製麺株式会社

関西食品工業株式会社

株式会社喜多村

クミアイ化学工業株式会社龍野工場

クリクラたつの（株式会社新宮運送）

末廣醤油株式会社

株式会社高田商店

龍野コルク工業株式会社

西日本衛材株式会社

はりま製麺株式会社

ヒガシマル醤油株式会社

兵庫県手延素麵協同組合

藤井写真館

富士グローブ株式会社

ぶっちゃー株式会社

ブンセンキッチン龍野市役所前店

株式会社マルツネ

日本丸天醤油株式会社

ヤマイ醤油株式会社

株式会社ユーパック

チャンポンめん

揖保乃糸 にゅうめん柿安しぐれ煮詰合せ／年越しそば 年明けうどん詰合せ

手のべ バチ 100g／手のべ うどん 200g

手緒里庵 あっさり仕立てのそうめん（揖保乃糸）

コロニールUVサンスクリーン（日やけ止め乳液）

ジアミニ、ジアコパウチ セット

薫紫 100ml

揖保乃糸 冷麦ギフト／揖保乃糸 宝播うどんギフト

CAHAN 2個セット／レグぽか・ミニ 2個セット

トイレットペーパーhanauta 12Ｒダブル

揖保乃糸 手延中華麺 龍の夢 神戸牛醤油ラーメン

国産丸大豆うすくち400ml／蛤と帆立 白だし400ml

揖保乃糸 太づくり240g

2L写真額

ホットダンディ本皮調PUインナーフリース付手袋／リフレクト迷彩ニットサイクル手袋

ぶっちゃー特製 焼肉のたれ

ブンセン商品詰め合わせ

細中華めん

かつおしょうゆ 200ml／無添加 うどんだし

たまり 150ml

段ボール製「ガチャガチャマシン」／段ボール製「ヒキダシハウス」

提供商品

※本冊子掲載の「ポッキリ価格」はすべて税込です。

11月28日（日）の抽選会に参加！
地元特産品・掲載店舗で使用できるクーポンをゲット！
※抽選会詳細はP23に記載。

別々のスタンプを5個集める。
※スタンプ5個につき1回抽選ができます！

会計時に本書p23のスタンプ台紙にスタンプを押して
もらう。

11月1日（月）～11月27日（土）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！！

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……
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店舗目次

居酒屋　キャプ店
イタリアンダイニングDON☆9cafe
揖保乃糸資料館 そうめんの里内「庵」
御菓子処　いぼの里

お食事処　味遊
廻鮮寿したいの鯛たつの本店
菓子と珈琲　朔
片しぼ竹の宿　梅玉

カタリモ
ｃａｆｅ　杏
かふぇ　こまち
カフェテラスオリーブ

からあげ専門店 鶏笑たつの広山店
カワラヤ
旧中川邸
珈琲　紫園

サタディサン
ジビエ創作料理　かのね
SUSHI＆VEGETABLE　心
大三萬年堂

ダイニング・是福
たい焼専門店 やまや本舗たつの店
TAJIMA　café.co
中華そば　龍風

中国料理　八宝閣
つかのま
鉄板焼きとごはんのお店 てっぺん
天下二刀流　武蔵

得得うどん  龍野店
濃厚バナナジュース専門店 ファンキーバナナ
ブンセンキッチン 龍野市役所前店
ポニーズ カフェ

マレーシア家庭料理 Jkitchen
株式会社　山吹
よこた本店
和牛亭たじま

お菓子のわらいや
（株）果樹　龍野マルコ果物店
自然食+雑貨　Kanuka café
精肉店ぶっちゃー

（株）高田商店
（株）龍の桜
もりぐちの麺や。
横尾製麺　龍野直売所

ア・プレスト
井上印房
オオツカ写楽
革の森

玩具人形　ちぐさや
供養の新しいスタイル　こことわ
コレクション
（有）頃安畳商店　こころ館

シューズサカイ たつの店
寝具のいわみや
スポーツショップアント
眠りとしあわせの店　うしまる

着物 Jewelry 華々 HanaHana
文具のお店　株式会社トミオカ
まえだ花店
magasin de cuir（マガザンドゥキュイール）

ヤスハラ家具
（株）ユーパック　HACO-LABO
相生水上ゴルフセンター
あいほん屋たつの店

イコール　ダンススクール
エディオンたつの店フクタケ
髪と顔を創る　さくら美容室
COLORS びゅーてぃさろん

キノシタヤ薬局　赤とんぼ店
きむら化粧品
CUTIL
ジャザサイズスタジオ龍野

頭痛改善専門　整体サロンＮｏａｈｒ
全身もみほぐし　シェノン
（有）寺田モータース
トータルビューティサロン・法悟空 たつの店

DONUTS　KIDS　ENGLISH
㈲播磨鈑金
ビューティーショップオオニシ
藤井写真館

フジイ整骨院
Hair Ayajn
訪問美容ほっと
ほそえ音楽・英語教室

前田クリーニング店
三木薬品商会
ミサバレエスクール
らぶらぶ美容室
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串カツ盛り合わせランチにドリンク+ケーキが付
いて通常1,100円のところ1,000円ポッキリで！

串カツランチ

たつの市揖西町田井85-1
☎  0791－66－2778
○営  11：00～14：00、17：00～23：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

15名様限定

居酒屋　キャプ店

ッキリ価格ポポ1,000円  

ご注文時にパスポートをご提示いただくと、通常
1,100円→1,000円ポッキリに。パン、サラダ、デ
ザート、ミニコーヒー付。

かぼちゃスープそうめん

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

1日限定20食

揖保乃糸資料館そうめんの里内
『庵』

要予約

当店自慢のカキピザ！通常1,100円を1,000円ポッ
キリで！数に限りがございますので、ご注文はお早
めに！

室津のカキピザ テイクアウト

たつの市揖西町南山1丁目92
☎  0791－66－2876
○営  11：00～14：00、17：00～22：00（LO.21：00）
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

イタリアンダイニング
DON☆9cafe

ッキリ価格ポポ 500円  

童謡赤とんぼにでてくる「ねえや」をパイ饅頭で
表現しました。 着物に見立てたパイ生地でミルク
餡を包んだ和洋折衷のお菓子です。 3個セット通
常516円→500円！

ねえや

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

一日先着10名様

御菓子処 いぼの里
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松穴セット 1日先着10名様

たつの市揖西町新宮121-1
☎  0791－66－0078
○営  11：00～21：00（L.O.20：00）
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

人気の松前寿しと穴子寿しを１/２本ずつに、茶碗
蒸しと小鉢、汁物をセットにして。

お食事処 味遊

ッキリ価格ポポ1,000円  

ラズベリーショコラ6個入。通常1,150円が1,000
円！電子レンジで数秒あたためると、ふわとろ食
感！おためし下さい。

ラズベリーショコラ6個入

たつの市龍野町川原町106
☎  0791－72－8239
○営  9：00～19：00（L.O.18：00）
○休  木曜日、第3金曜日

菓子と珈琲　朔

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。

片しぼ竹の宿 梅玉

平日15時まで30食限り
毎日その日の特選ネタで海鮮丼！赤だしと小鉢、デ
ザートも付いて税込み1,100円！お得に美味しく、
数量限定！

平日限定サービス 日替り海鮮丼ランチ

たつの市誉田町広山24-1
☎  0791－63－1488
○営  11：00～22：00
○休  なし

ッキリ価格ポポ1,100円

廻鮮寿し たいの鯛 たつの本店
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ッキリ価格ポポ3,000円  

生地にラム酒漬けのドライフルーツやナッツを混
ぜ、たっぷりのバターを練り込んで焼いた、クリス
マスの発酵菓子です。

クリスマス菓子・シュトーレン

たつの市龍野町本町73
☎  0791－78－9212
○営  10：30～16：00
○休  水曜日、木曜日、金曜日
catarimo.com

カタリモ

ッキリ価格ポポ 500円  

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

焼きたてフレンチトーストに冷たいバニラアイス＆甘
酸っぱいベリーを添えて。 お好みでメープルシロップ
もどうぞ♪

ベリーベリーフレンチトースト
（コーヒーor紅茶付き）

15：00～17：00に限る

かふぇ こまち

ワンコインで、珈琲＆ワッフルまたは煎茶＆水わら
び餅のセットを提供します。
期間限定でプラスワン（ミニパン又は豆腐ドーナッ
ツ）をお付けします。

ワンコインカフェ

たつの市龍野町上霞城15-2
☎  0791－72－8140
○営  10：00～16：00
○休  火曜日、水曜日、木曜日（シーズン中は不定休）

ッキリ価格ポポ 500円

ｃａｆｅ　杏

日替りランチご注文の方

1979年創業の老舗純喫茶。日頃のご愛顧に感謝を
込めて、人気日替りランチに珈琲をお付けします。
通常900円のところを、ランチ価格の700円ポッキ
リで！

日替りランチ+珈琲

たつの市龍野町富永1005-42
☎  0791－63－0343
○営  7：30～17：00
○休  土曜日

ッキリ価格ポポ 700円

カフェテラスオリーブ
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ッキリ価格ポポ1,000円  

通常1,100円が1,000円ポッキリに！新鮮な国産若
鶏を使用し、こだわりの秘伝ダレで味付け。鶏笑人
気NO.1をお試しください！

骨なしミックス（ムネとモモ）

たつの市誉田町広山171-3
☎  0791－72－8595
○営  11：00～20：00
○休  不定休
https://torisho-tatsuno.com

8～10個・370ｇ前後

からあげ専門店
　　鶏 笑 たつの広山店

harimanoko.com

旧中川邸ランチ+季節のハーブティー+選べる
ケーキセット、通常1,670円が1,600円に！秋ハー
ブはカモミールなど。

旧中川邸ランチ、ケーキセット

たつの市龍野町立町38
☎  0791－72－8388
○営  10：00～17：00（ランチ11：30～13：30）
○休  月曜日

ッキリ価格ポポ1,600円

旧中川邸

平日限定

ッキリ価格ポポ 500円  

アイスドリンクにソフトクリーム（醤油orミルク）
をのせたフロートを500円で！
※ドリンクは店頭でご確認ください

スマイルフロート

たつの市龍野町川原町151-1-102
☎  0791－72－8870
○営  11：00～17：00
○休  不定休

カワラヤ

お一人様2ヶまで
食欲の秋！毎回大好評いただくアーモンドバター
のポッキリ価格！通常550円→500円に！ご家庭
でもプレゼントにも是非！ふるさと商品券使用可。

手づくりアーモンドバター

ッキリ価格ポポ 500円  

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

珈琲 紫園
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ッキリ価格ポポ 600円  

おひとり様ランチにぴったり！
オリジナルミックスサンドと野菜スープのセット

TEL予約。販売時間10時～14時。1回限り。

自家製豆乳食パンに、ロースハム、チェダーチーズ、
お野菜が入ったオリジナルサンドと野菜スープの
セットです。おひとり様 1セットのみ。

s-s.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

サタディサン

通常2,200円→2,000円！ミニ海鮮ちらし＋にぎり寿
司5貫セット。茶碗蒸し・2品料理・汁物等が付いたお
得なセットです！

たつの市龍野町川原町151-1-101
☎  080－2255－0276
○営  11：00～22：00
○休  木曜日
https://kokoro-556.com

ッキリ価格ポポ2,000円

寿司ランチセット（１番人気）
毎日限定20食

SUSHI&VEGETABLE 心

ッキリ価格ポポ1,000円  

テイクアウトで鹿ステーキ弁当をご提供させてい
ただきます。
ジビエを試すチャンスです！

鹿ステーキ弁当

たつの市龍野町川原町151-1-103
☎  0791－72－8835
○営  11：30～14：00
　 （土・日・祝日11：00～14：00）夜は要予約
○休  火曜日
www.canone.site

平日限定　要予約

ジビエ創作料理　かのね

1日5名限定

ワイン色が特徴で、昔ながらの伝統の味を楽しめる
羊羹に、自慢の樽最中2個をつけた期間限定セッ
ト。1,500円ポッキリでご提供いたします。

SMILEパスポートセット

たつの市龍野町本町47－2
☎  0791－62－0120
○営  8：30～18：00
○休  不定休

ッキリ価格ポポ1,500円

大三萬年堂
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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4食限定

※写真はイメージです。旬の食材を提供いたします。

たつの市龍野町島田731-11
☎  0791－64－0230
○営  11：30～15：00、（夜は予約のみ）
○休  月曜夜、火曜日

ッキリ価格ポポ3,500円

http://zefuku.com

ダイニング・是福

先着100名

https://www.instagram.com/tajimacafe.co/

TAJIMAバーガー＆コーヒー（S）セット

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

ッキリ価格ポポ1,000円

通常1,430円のセットを1,000円ポッキリで！
コーヒーは紅茶(S)に変更可能。

TAJIMA café.co

オープンより一年、たつのを盛り上げたい気持ち
で、たつの醤油を生地に練り込んだ「たつのブラッ
ク」。期間限定セット（小倉あん・チョコレート・カス
タードから2品+抹茶・クリームチーズ・たつのブ
ラックの5匹）を通常760円→700円で。

たつのブラックセット

たつの市龍野町富永1005-26
☎  0791－62－0170
○営  9：30～19：30
○休  火曜日

ッキリ価格ポポ 700円

たい焼専門店
やまや本舗たつの店

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セット。

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  水曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

中華そば　龍 風
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https://www.happoukaku.com

通常3,240円のオードブルを期間限定で、税込
3,000円に！
新しくスタートした特製弁当1,000円も会議や自
宅用に好評です！

特製オードブル

たつの市龍野町日飼380-1　☎  0791－62－2211
○営  11：30～14：30（L.O.14：00）、
　 17：00～20：30（L.O.20：00）
○休  第2・4火曜日、毎週水曜日

ッキリ価格ポポ3,000円

1日先着5名様（定休日除く）

中国料理 八宝閣

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

てっぺん 鉄板焼きとごはんのお店

ッキリ価格ポポ 500円  

定番たこ焼きの2倍サイズで16個入り。
通常でも割引価格550円のところ、今回はポッキリ
価格500円で提供いたします。

たこ焼き《ダブル》

たつの市龍野町堂本260-1　赤とんぼ広場内
☎  080－6150－0634
○営  10：00～19：00
○休  月曜日、第2・第4水曜日

おひとり様3パックまで

天下二刀流　武蔵

カフェタイムの人気メニューのひとつ、ワッフルプ
レート。季節のフルーツをトッピング、3時のスイーツ
にピッタリです。

ワッフルプレート

たつの市龍野町日山472-1
☎  0791－60－1815
○営  11：00～16：30　○休  土曜日、日曜日、祝日
　（土曜日、祝日は事前ご予約にてご相談ください）
［インスタグラム］tukanoma.tatsuno

ッキリ価格ポポ 500円

カフェタイム14時から

つかのま
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カキ天丼セット

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

ッキリ価格ポポ1,000円

播州室津港吉田水産のカキを使った天丼です。通常
価格1,500円のところ、ポッキリ価格なんと1,000
円。この機会に是非ご賞味ください。

限定1日20食！

得得うどん 龍野店

https://www.bunsen-kk.co.jp

ポッキリ500円！（税込）当店名物！山椒入り唐揚
げ弁当。特別にブンセン特選釜めし（松茸、ちりめ
ん）お選び頂けます!!

山椒唐揚げ弁当

たつの市龍野町富永719
☎  0791－78－8777
○営  10：00～17：30
○休  日曜日

ッキリ価格ポポ 500円

ブンセンキッチン
龍野市役所前店

まるごと1本入ったバナナをパックの上から揉ん
で潰して飲むのが醍醐味！ファンキーバナナのみ
通常600円→500円！（その他の種類は通常価格
750円となります。） この機会にお試しください。

ファンキーバナナ

たつの市誉田町誉24-1
☎  0791－60－2115
○営  11：00～18：00
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ 500円

濃厚バナナジュース専門店
ファンキーバナナたつの本店

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たランチセット。通常
1,100→税込み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

ッキリ価格ポポ1,000円

ポニーズ カフェ
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小籠包（5ヶ） 平日のみ

たつの市龍野町本町72-18
☎  0791－60－3132
○営  11：00～15：00
○休  火曜日

ッキリ価格ポポ 800円

飲茶の中でも代表的なメニューの「小籠包」。当店人
気NO.1メニューです。通常5ヶ入り880円のとこ
ろ、800円（税込）ポッキリで。

マレーシア家庭料理
Ｊ kitchen

大変好評いただいている、当店人気NO1の名物あ
なご寿司と巻き寿司のセット。期間限定で通常760
円のところ700円（税込）ポッキリで提供いたしま
す。

箱巻きセット

たつの市龍野町旭町153
☎  0791－62－0038
○営  9：00～17：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ 700円

1日10食限定

よこた本店

http://www.tatsuno.or.jp/̃yamabuki/

電話予約（前日までに）2個～

旬の食材をふんだんに使った、人気NO．1弁当。
その他にも各種お弁当（670円～）・お寿司等取り揃
えております。お気軽にお電話ください。

彩り弁当

たつの市龍野町富永518-4
☎  0791－63－1350
○営  9：00～17：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ1,500円

株式会社 山吹

http://www.wagyuteitajima.jp

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！

和牛亭たじま
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先着20名様

http://shop.smilewaraiya.com

おやつやちょっとした手土産に便利な米菓・焼菓子
セットです。店頭価格1,200円相当を1,000円ポッ
キリでご提供いたします。

龍野SMILEパスポートセット

たつの市揖西町南山1-11
☎  0791－72－8518
○営  9：00～18：00
○休  月曜日（但し祝日の場合は営業）

ッキリ価格ポポ1,000円

お菓子のわらいや

身体に優しい調味料、環境に優しい日用品セット
2,500円→2,000円！

自然食+雑貨

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名様まで

FB@Kanukacafe

自然食+雑貨 Kanuka café

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

（株）果樹 龍野マルコ果物店

ッキリ価格ポポ
2,000円  

トマホークステーキ（アメリカ産）

たつの市新宮町中野庄233-1
☎  0791－75－2207
○営  9：00～18：20　
○休  月曜日（祝日の場合は翌日）
http://www.butcher.co.jp

ボリューム満点の骨付赤身ステーキです（1本約
500ｇ）。今だけ限定赤字覚悟の特別特価。真空冷凍
保存のため、クリスマスやお正月まで保存ＯＫで
す。形状や重量が500g以下は組み合わせ致します。

精肉店 ぶっちゃー
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ッキリ価格ポポ2,500円

通常3,240円→2,500円！お湯を注ぐだけ！上品な
だしとゆずが香る揖保乃糸の即席にゅうめん。贈ら
れて嬉しい冬ギフトです。

手延素麵揖保乃糸 にゅうめん

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

冬限定商品です

（株）高田商店

ッキリ価格ポポ2,000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、祝日（営業日：火曜日・金曜日）
http://www.heart-y.ne.jp/moriguchi/

もりぐち自慢の麺シリーズに、人気の麺つゆ2本
入ったお得なセット★ギフトにも是非★通常
2,510円のところ2,000円にて販売いたします★

SMILEセット 先着20名様限定

もりぐちの麺や。

先着50名様限定

https://www.tatsunozakura.com

これからの季節にピッタリ限定お鍋セット。
①ばち300ｇ ②ひやむぎ180g×5袋 ③濃縮つゆ
30mg×5袋　2,000円相当を1,500円に！

龍野SMILE♡お鍋得々セット

たつの市龍野町末政86-1
☎  0791－63－0588
○営  9：00～17：00
○休  土曜日、日曜日、祝日

ッキリ価格ポポ1,500円

（株）龍の桜

お一人様1セット

http://www.yokooseimen.co.jp

通常670円→500円で！横尾商店の乾麺詰め合わ
せセットで色々な麺を食べ比べてみて下さい。

乾麺食べ比べセット

たつの市神岡町大住寺506-1（JR東觜崎駅前）
☎  0791－65－0191
○営  10：00～16：00
○休  水曜日、土曜日、日曜日、祝日

ッキリ価格ポポ 500円

横尾製麺 龍野直売所
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革から生産までを一貫するレリップ（株）の直営店。
そのたつのレザーを使った可愛いストラップに
ハートチャーム。通常880円のところ、この期間の
み600円。

革小物・鞄

たつの市龍野町堂本1-1　マンション霞城1F
☎  0791－68－9129
○営  10：00～18：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ 600円

ア・プレスト

SMILEパスポートセット
A4サイズプリントと
ナカバヤシTWO-TONEフォトフレームの
お得なセット。
通常1,287円を1,000円！

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

ッキリ価格ポポ1,000円

オオツカ写楽

印影がすばやく乾き、転写の心配がなく、印材を劣
化させない優れた朱肉です。
通常880円→800円（税込）ポッキリで！

速乾タイプSUPER朱肉

たつの市龍野町堂本260-1 赤とんぼ広場一番街1階
☎  0791－63－4368
○営  10：00～19：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ 800円

井上印房

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！

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  

革の森
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限定2ケ限り!!
人気キャラクター　ポケモン!!タカラトミーの
キョダイバトルタワーを数量限定で8,789円→
5,000円ポッキリに！

SMILE パスポート特別商品

たつの市龍野町堂本260-1
　　　　　赤とんぼ広場一番街　1階
☎  0791－63－1806
○営  10：00～19：00
○休  第1・3水曜日

ッキリ価格ポポ5,000円

玩具人形　ちぐさや

通常4,290円→4,000円（税込）

秋物カーディガン

たつの市龍野町堂本260-1
　　　　　赤とんぼ広場一番街　1階
☎  0791－63－1808
○営  10：00～19：00
○休  第2・第4水曜日

ッキリ価格ポポ4,000円

コレクション

店舗にお写真・データを持ち込み、
受け取りに来ていただける方限定

https://www.cocotowa.jp

写真加工（バック消し、着せ替え等）

終活をお考えの方、お気に入りの写真をキレイに残
されたい方へ。
写真加工（バック消し、着せ替え等）通常10,000円の
ところ、7,000円で。

たつの市龍野町中井672-1　
☎  0791－68－9005
○営  10：00～16：00　
○休  水曜日、木曜日

ッキリ価格ポポ7,000円

「拝むより想う」～供養の新しいスタイル～
cocotowa　こことわ

ッキリ価格ポポ 600円  

今治製タオル手ぬぐい
【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！

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。

㈲頃安畳商店 こころ館
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通常980円→600円（税込）
男性用・女性用それぞれ取り揃えております。
（商品デザインは一例です）

冬用ヘップサンダル

ッキリ価格ポポ 600円  

1日50足限定

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/

シューズサカイ  たつの店

https://gulabo.jp/

オンヨネ ハイブリッドタイプマスク
スーパーストレッチを採用し、伸縮性に優れ、スポー
ツ時にオススメです。
隙間からの塵・花粉も軽減します。100回の洗濯後の
性能も8割を維持。

たつの市龍野町堂本62-8　龍野ショッピング　
☎  0791－62－2900
○営  10：00～20：00　
○休  木曜日

ッキリ価格ポポ2,200円

スポーツショップ アント

在庫限り
スタンプラリー期間中、低反発チップ入り枕1,500
円を1,000円にて販売！
その他、 寝具類、 羽毛布団、 ウール敷布団、 毛布等 
多数取り揃えております。

低反発チップ入り枕

たつの市龍野町富永504-6
☎  0791－63－4433
○営  10：00～18：00
○休  月曜日

ッキリ価格ポポ1,000円

寝具のいわみや

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

ッキリ価格ポポ5,000円

枕は頭ではなく首に。頚椎の窪みを枕で埋めてやれ
ば肩こりは解消！シリーズ販売総数が2,100個の
大ヒット商品をポッキリ価格にて

安眠まくら

眠りとしあわせの店
うしまる
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きもの丸洗い通常4,800円+税→2,800円。長襦祥
も2,500円で承ります！その他の加工もご相談承りま
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

ッキリ価格ポポ2,800円

着物Jewelry　
華々 Hana Hana

http://maedahanaten.co.jp

お家の食卓やリビングにそのまま飾れるスタンド
ブーケです。ちょっとした手土産にも最適です。通
常1,100円を1,000円ポッキリで！

キッチンブーケ

たつの市龍野町富永863-1
☎  0791－63－4187
○営  9：00～19：00
○休  なし

ッキリ価格ポポ1,000円

まえだ花店

NHKまちかど情報室、トレンドたまご、はなまる
マーケットをはじめ、幾多の情報TV番組で取り上
げられた腰用のビーズクッション。

CｕCｕクイーン・ファーニ

たつの市龍野町富永532-6
☎  0791－62－0557
○営  8：30～18：30
○休  日、祝、第1・第3土曜日

ッキリ価格ポポ6,600円

文具のお店 株式会社トミオカ

11月中の毎週土・日曜日限定

当店で大人気商品の1本革ベルト！約3ミリの厚さが
あり、丈夫で長持ちする事まちがいなし！11月中の土
日限定で、なんと税込1,500円！

1本革ベルト（牛本革）

たつの神岡町沢田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1,500円

https://magasin-de-cuir.com

magasin de cuir
マガザン  ドゥ  キュイール
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http://www.heart-y.ne.jp/yasuhara/

品切れの場合、お待ちいただくことがあります。

100％天然無添加の森の恵み♡鼻腔の不快感の緩
和、マスクの抗菌、気分のリフレッシュ等にお使い
いただけます。

マスクスプレー

たつの市揖西町小神122
☎  0791－62－3508
○営  9：30～19：00
○休  水曜日

ッキリ価格ポポ 900円

ヤスハラ家具

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」

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

LINE友達追加はこちらから⇒

相生水上ゴルフセンター

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。

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
300円  
ハコロボ

ッキリ価格ポポ
500円  

ヒキダシハ
ウス

㈱ユーパック・HACO-LABO

要予約

https://aihonya-tatsuno.jimdo.com/

マンツーマンの個別レッスンを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

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 500円

あいほん屋たつの店
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1ヶ月間キャンペーン中

https://www.equal-equal.com/

◎ヒップホップダンス　◎K-POPダンス
◎キッズアクロバット　◎BMX自転車
新規の方 1ヶ月無料体験できます！

無料おためし体験

イオンたつの　赤とんぼ広場2F
☎  079－335－4520
○営  レッスン開催時（お問合せは10：00～20：00）
○休  月曜日

ッキリ価格ポポ1,000円
（1レッス

ン）

イコール ダンススクール

抗アレルギー作用をもつので花粉症の方にオスス
メ。ノンカフェインで妊娠中やお子様でも飲んでい
ただけます。
通常4,400円→4,000円（税込）ポッキリ。

Immudyne イムタスBPハーブティー
先着30名様

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4,000円

髪と顔を創る さくら美容室

現金支払いの方に限る

https://peraichi.com/landing_pages/view/
tatsuno-fukutake7/

パナソニック長持ち乾電池エボルタNEO
単3形4本入り又は単4形4本入り
通常640円→500円

パナソニック史上最高長持ち乾電池

たつの市龍野町立町7
☎  0791－62－0437
○営  9：00～18：00　○休  日曜日・祝日

ッキリ価格ポポ 500円

エディオンたつの店 フクタケ

ッキリ価格ポポ2,500円
（白髪染めカ

ラー）

ッキリ価格ポポ1,000円
（セルフ脱

毛）

平日限定　電話でのご予約に限り
色持ち抜群白髪染めカラー通常3,000円→2,500円。
セルフ脱毛通常2,300円→1,000円。
光脱毛15分間どこでもできます。

白髪染め（セルフブロー）
プチ脱毛（セルフ）

たつの市龍野町堂本113-1
☎  0791－62－0707
○営  9：00～18：30（最終受付17：30）
○休  火曜日

COLORS びゅーてぃさろん
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手指の消毒ができるハンドクリーム
　　　　「マジックハンドクリーム」
いつでもどこでも水なしで手を清潔にできる手指洗
浄・消毒用ハンドクリームです。手あれしにくい!!
期間中のみ通常1,078円→900円 ！

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

ッキリ価格ポポ 900円

キノシタヤ屋薬局
赤とんぼ店

ッキリ価格ポポ4,000円
（メンズ）

ッキリ価格ポポ3,000円
（レディー

ス）

メンズ通常 4,400円→4,000円、
レディース通常 3,300円→3,000円！
要予約！

メンズ・レディース脇脱毛

たつの市誉田町広山171-3PLS広山B
☎  0791－72－8830
○営  10：00～18：00
○休  不定休

CUTIL

アルビオン スキコン165ml

コスメ好きなら一度は聞いたことがあるアルビオ
ンのスキコン！少しお得な中サイズを、税込5,500
円→5,000円に！

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5,000円

先着5名様

きむら化粧品

お一人様1回限り

米国で50年以上愛され続けるジャザサイズは、脂
肪燃焼運動とコアトレーニングを組み合わせたエ
クササイズです。アナタもみるみる変化するカラダ
と心のリフレッシュを実感するはず!! 
体験レッスン通常1,980円を500円ポッキリに!!

体験レッスン

たつの市龍野町島田10-1（コープ龍野店内）
☎  090－6961－3100 （前田）
○営  10：00～毎日　　　11：15～火・木・土
　 18：30～月・水・金　19：30～日・祝以外

ッキリ価格ポポ 500円

ジャザサイズスタジオ龍野
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整体とオイルリンパマッサージを組み合わせた施術
で、頭痛が改善すると評価されています。
通常6,600円→4,500円

頭痛改善整体
1日3名様まで 事前予約

たつの市誉田町内山43-3
☎  0791－62－1122
○営  9：00～20：00
○休  日曜日、祝日
https://issei-seikotsuin.com

ッキリ価格ポポ4,500円

頭痛改善専門
整体サロン Ｎｏａｈｒ

晴れの日　要予約

雨の日の視界の確保に！
油膜やウロコ汚れを取り除いてコーティングしま
す。作業時間約30分、効果約6ヶ月。

フロントガラス撥水コーティング

たつの市神岡町西鳥井262-1
☎  0791－65－1212
○営  8：00～18：00
○休  日曜日、祝日

ッキリ価格ポポ1,500円

㈲寺田モータース

ッキリ価格ポポ
A-3,800円
B-5,500円

A：もみほぐし（60分）
　　4,370円→3,800円
B：もみほぐし（60分）+クイックヘッド（20分）
　　6,130円→5,500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  10：00～19：00　○休  火曜日

もみほぐし・足つぼ・クイックヘッド・
ハンドリフレ 平日限定 先着5名様

全身揉みほぐし シェノン

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。
上記写真は、カラーカットのメニューです。
カラーも同時施術できます！ （通常6,600円→4,400
円。 ロングは別料金です。）

たつの市龍野町富永1005番35　露風館 1F
☎  0791－63－4559
○営  9：00～18：00　○休  無
www.hougoku.jp

ッキリ価格ポポ 3,000円
施術前

施術後

トータルビューティサロン
法悟空 たつの店
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https://donutsenglish.localinfo.jp

未就学児、小学生を対象にオリジナルの体験型レッ
スンをやっています！歌やゲームなどを通して楽
しく英語で遊んでみましょう！レッスン中に作っ
た作品やワークシートはお持ち帰りいただけます。

こども英会話小学生クラス体験レッスン

たつの市新宮町觜崎425-4
○営  16：00～19：00
○休  土曜日、日曜日、祝日

体験レッスンのお申込・お問合はHPよりお願いします。

ッキリ価格ポポ 500円

DONUTS KIDS ENGLISH

先着20名様限定、初回限定

Ａ：泥クレンジング（150ｇ/2,750円）+
　 ライトエステ（25分/2,750円）＝5,500円→3,000円
Ｂ：泥クレンジング（300ｇ/4,950円）+
　 スペシャルエステ（45分/3,850円）＝8,800円→5,000円

泥クレンジング＆エステ（コーセー）

たつの市御津町苅屋469
☎  079－322－1571
○営  9：30～19：00
○休  日曜日・祝日

ッキリ価格ポポ
A-3,000円
B-5,000円

ビューティーショップ オオニシ

左右ヘッドライト磨きを税込1,000円ポッキリで。
見た目が綺麗になるだけでなく、視界が明るくなり
安全につながります。

ヘッドライト磨き（くすみ取り／要予約）

たつの市龍野町四箇52-2
☎  0791－63－2162
○営  8：00～18：30
○休  日曜日・祝日

ッキリ価格ポポ1,000円

㈲播磨鈑金

http://www.fujii-studio.ftw.jp/

七五三、成人式、家族写真等一生の記念撮影いかが
ですか。 通常16,000円→15,000円。
七五三用着物（男児・女児） レンタル無料！

八切サイズ2枚両面台紙付写真

たつの市龍野町下川原58
☎  0791－62－0122
○営  9：00～19：00
○休  不定休。要予約。

ッキリ価格ポポ15,000円

藤井写真館
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要予約（個別指導あり）

www.fujii-hone.com

足・膝・腰が痛くお困りという方に当院お勧めの1
日5分で姿勢が良くなるサンダル。
個人指導とサンダル12,580円を10,000円で。

「おうちでできる歩行ケア」サンダル
 +指導

たつの市龍野町日飼341-7
☎  0791－62－4339
○営  9：00～20：00
○休  木曜日、日曜日

ッキリ価格ポポ10,000円

フジイ整骨院

ヘアカラー後のトリートメント
通常1,000円→500円！（ショートヘアの場合）

トリートメント（ヘアカラー後）

たつの市龍野町富永507－7
☎  090－1071－6886
○営  9：00～18：00
○休  不定休

ッキリ価格ポポ 500円

訪問美容ほっと

通常4,000円→3,500円！シェービングは究極のエス
テといわれています。月に１回が最高！美肌を目指す
貴女に。

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
https://ayajn.ne.jp/

ッキリ価格ポポ3,500円

Hair Ayajn

ほそえ音楽教室利用が初めての方

https://hosoemusic.localinfo.jp

ギター・ウクレレ・ベース・ピアノ。
初回お試しレッスン通常500円→100円！
お気軽にお問合せください。

ギター・ウクレレ・ベース・ピアノ
体験レッスン

たつの市新宮町光都2丁目
☎  090－9285－6452
○営  9：00～21：00
○休  不定休

ッキリ価格ポポ 100円

ほそえ音楽・英語教室
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明治創業の老舗によるワンコインクリーニング。従
来650円～900円相当のズボン又はスカートを、ワ
ンコインの500円（税込）で!!

ワンコインクリーニング（ズボンorスカート）

たつの市龍野町川原町162
☎  0791－62－0646
○営  8：00～19：00
○休  日曜日

ッキリ価格ポポ 500円

前田クリーニング店

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

ミサバレエスクール

通常7,140円のところ、大特価で6,300円（税込）。
試飲いただき納得して購入いただけます。
200g（瓶タイプ）で、一日2杯、約1ヶ月分。
体質改善に是非！

有機大麦若葉エキス「バーリィグリーン」

たつの市龍野町川原町241
☎  0791－64－0112
○営  10：00～16：30
○休  土曜日・日曜日・祝日

ッキリ価格ポポ6,300円

三木薬品商会

定価2,800円（大人）→シャンプー・ブローが付い
て、2,500円！

カット（大人）

たつの市揖西町土師146-27
☎  0791－66－0356
○営  9：00～18：00
○休  月曜日、第3日曜日

ッキリ価格ポポ2,500円

らぶらぶ美容室
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※町名をご記入いただき、該当欄に
　○印を付けてください。お住まい　　たつの市（　　　　　 　町）

性　別　　男　・　女

年　齢　　～10代 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代～

抽選会応募スタンプ台紙

スタンプラリー抽選会：11月28日●日 

先着300名様に地元特産品を進呈！

◆ 日時：令和3年11月28日●日 10時～12時
◆ 会場：龍野経済交流センター　1階ギャラリー
　　　　　（たつの市龍野町富永702-1） ※駐車場あり

◆ 賞品：協賛企業より提供頂いた商品・掲載店舗で使えるクーポン

スタンプ5個で、1回抽選ができます。 抽選いただけるのは、おひとり1回限りです。
原則、それぞれ違うお店をご利用ください。

（会場地図）

キリトリ線
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