
龍野まちなかバル 参加店＆バルメニュー 一覧
パスポート購入者だけが、各参加店のバルメニューをお得な価格で味わえます。

神岡町田中字内山62-2　☎  0791-65-2552
○休  火曜日　※AM8:30～AM11:00限定

龍野町本町72-18　☎  0791-60-3132
○休  火曜日　※11月19日、20日利用不可

▶一人鍋（　　　　　）白湯（パイタン）
or 麻辣（マーラー）

1セット…1,500円
　　（通常価格 1,650円）

1セット…1,050円
　　（通常価格 1,300円）

▶カレー注文＆パスポート
　提示で珈琲1杯無料
1人前………900円～

龍野町富永988-1　☎  0791-62-3905　
○休  火曜日　※ランチタイム（11時半～14時）のみ

龍野町堂本12-7 みなとビル102　
○休  月曜日　☎  0791-78-9611

▶TAJIMA　BURGER
1セット単品…1,000円

龍野町日飼384-4　☎  なし　※現金のみ
○休  月曜日・火曜日＋インスタグラムでご確認ください

▶ダル（豆）と無水チキン
　　　2種カレーと
　ホットコーヒーセット
1セット…1,500円

御津町室津301　☎  079-324-0015　
○休  不定休（おもに月曜日）　※昼の営業の時のみ

▶特選にぎりセット
1人前 …… 3,500円
（通常価格 3,850円～3980円）

龍野町堂本108　☎  0791-72-9188　
○休  なし

▶おつまみビールセット
1セット…1,299円

龍野町富永456-1　☎  0791-63-4646　
○休  月曜日　※夜 17:00～19:00 限定

▶ドリンク＆
　本日の刺身3種盛
生ビール1杯…580円
　　　（1,300円相当）

▶ドリンク＆
　本日の刺身3種盛
生ビール1杯…580円
　　　（1,300円相当）

龍野町富永311-3　☎  0791-62-9505　
○休  月曜日　※夜 17:00～19:00 限定

揖西町田井85-1　☎  0791-66-2778　
○休  水曜日　※平日夜 17：00～20：00 限定

龍野町堂本227-1　☎  0791-64-5355　
○休  日曜日

▶

1時間……2,500円
　　（通常価格 3,000円）

龍野町下霞城22　☎  0791-63-0331
○休  木曜日　※11月19日、20日利用不可

▶すだち煮麺定食
1人前  ………1,000円

……1,200円

龍野町四箇52-6　☎  0791-64-3758
○休  無休　※平日夜、土日祝限定

▶得飲みセット
1セット…1,000円

新宮町井野原699　☎  0791-76-0365　
○休  月曜日　※夜限定

▶アルコール類と
　自慢のお通し3種セット

（350円相当）
1個サービス

▶特製カレー麺と
　クラフトビールセット
1セット…1,350円
　　（通常価格 1,500円）

▶店長、
気まぐれおつまみ3種
1セット…1,100円

ドリンクのみ1杯…450円
モーニングセット…600円

▶牡蠣蒸しイタリアン風
　＋ドリンクセット
1セット…1,000円
　　（通常価格 1,200円）

龍野町大手51-1　☎  0791-72-8713　
○休  月曜日　※平日限定・11月19日、20日利用不可

▶バルセット
1セット…1,500円

龍野町堂本493-8　☎  0791-62-0440　
○休  日曜日・祝日　※平日の夜限定。要予約（2日前）

▶会席料理（生ビール1杯付）
1人前……3,300円
　　（通常価格 3,500円）

龍野町富永531-1　☎  0791-72-8766　
○休  不定休 ※月曜日はモーニング、ランチのみ営業

▶肩ロースセット（150g～300g）
　ドリンクorデザート付
1セット（150g）1,430円～

龍野町川原町212-2　☎  0791-62-3447　
○休  水曜日　※夜限定。要予約（2日前）

▶小浜会席＆
　生ビール（1杯付き）
1人前……4,000円
　　（通常価格 4,600円）

揖西町南山1丁目92　☎  0791-66-2876　
○休  水曜日　※夜営業（17：00～）のみでの提供

龍野町島田731-11　☎  0791-64-0230　
○休  火曜日　※平日夜（前日までの要予約）

▶牛すじ丼セット
1セット…1,500円

誉田町広山202-3　☎  0791-63-5233　
○休  なし　※11：00～15：00 のみでの提供　

▶ランチDセット
1セット…1,400円
　　（通常価格 1,540円）

龍野町富永赤とんぼ文化ホール内　☎  0791-63-1999　
○休  月曜日　※AM8:00～AM11:30限定

▶スペシャリティブレンド珈琲
　+自家製パンのモーニング
1セット……500円
　　　（通常価格 530円）

揖西町新宮121-1　☎  0791-66-0078
○休  木曜日  ※夜限定 17:00～19:00利用可。要予約

▶おまかせ会席
　（ドリンクサービス）
1人前……3,300円
　　（通常価格 3,800円）

龍野町本町1番地　☎  0791-62-1101
○休  不定休　※夜限定 17：00～21：00利用可。要予約

▶会席＆
　冷酒又はドリンク付
1人前 …… 4,000円
　　　（通常価格 4,500円）

龍野町片山312-3　☎  0791-64-0270　
○休  月曜日（祝日の場合は翌日）

▶じゃがチーズベーコン焼きと
　ハイボール（又はソフトドリンク）
1セット……990円
 　 （通常価格 1,140円）

龍野町上川原52　☎  0791-63-1273
○休  5日、15日、25日　※11月19日、20日利用不可

▶コーヒー＆季節のケーキ
1セット……750円
　　（通常価格 850円）

龍野町日山472-1　☎  0791-60-1815
○休  土・日・祝（土・祝は事前予約にて応相談）

▶ケーキセット
1セット……900円
　　（通常価格 1,050円）

▶ケーキセット
100円割引

龍野町旭町51番地　☎  0791-72-8590
○休  土・日・祝　※11月19日、20日利用不可

神岡町奥村56番地　☎  0791-65-9000
○休  月曜日（祝日の場合は翌日）

▶スイーツセット
　ドリンク付
1セット…550円

誉田町誉24-1　
☎  0791-63-2708　○休  木曜日

▶ファンキーセット
（バナナジュース＆チーズフライドポテト）

（ 珈琲 or 紅茶付き ）

1セット………1,200円
　（通常価格 1,500円）
ファンキーバナナ単品 … 500円
　（通常価格 600円～750円） 龍野町立町38　☎  0791-72-8388

○休  月曜日・火曜日　※11月19日、20日利用不可

龍野町堂本62-25 龍野ショッピングセンター内　
○休  月・木、お昼営業（土のみ）　☎  0791-63-1714

▶土曜日限定ランチセット
1セット…… 650円
コーヒー付 …… 800円

※土曜日ランチ限定
龍野町富永701-1　☎  0791-62-0965
○休  水曜日　※14：00～18：00（L.O.17：30）

▶ワッフルセット
1セット……700円
　　（通常価格 800円）

龍野町島田602-10　☎  0791-62-1129　
○休  月曜日、火曜日　※要予約、17：30～19：00の利用

▶スペシャルセット
　（4名様用）＆ドリンク
1セット…11,000円～

龍野町川原町151-1-101　☎  080-2255-0276
○休  毎週水曜日　※11月19日、20日利用不可

▶特選にぎり寿司セット
1セット…2,650円
　　（通常価格 2,750円）

▶1F喫茶コーナーのドリンク
　／モーニングセット

龍野町川原町106　☎  0791-72-8239
○休  木曜日、金曜日　※11月19日、20日利用不可

▶ラズベリーショコラ

1個…150円
（通常価格 300円）

（通常価格 1,100円）
ドリンクと同時注文で100円引き
ドリンクに応じて差額を頂きます

（通常価格 1,265円）

（通常価格 1,719円）

ケーキセットをご注文の方に限り、
追加注文で

龍野町本町7-1　☎  0791-78-9777
○休  不定休　※11月19日、20日利用不可

▶中華そば（醤油、塩）と
　クラフトビール
1セット…1,400円
中華そば単品…800円

▶生ビール＆串揚げセット
1セット……830円
　　（通常価格 1,130円）

龍野町大手82-4　☎  0791-62-0540
○営  水曜日のみ営業　

▶焼き穴子丼定食
1セット…1,000円
　　（通常価格 1,200円）

龍野町富永788-1　☎  0791-64-5777　
○休  なし

▶ラーメン＋生ビールset

龍野町堂本371-3　☎  0791-62-4505　
○休  なし

※表示価格はすべて税込の価格です。

ドリンク付
（コーヒーor紅茶）

煮物、小鉢、
香物、御飯付

※数量限定、なくなり次第終了

アルコール1杯
注文で3種セット

※火曜～日曜17：00～19：00 限定

※平日14：00～16：00※平日限定14：00～17：00

付き出し3種盛＋ビール・チュー
ハイ・ハイボール・焼酎の中から
2杯付＋カラオケ

サタディサン 龍野店01 龍野クラシック アネックス02 菓子と珈琲 朔03 山菜料理 すくね茶屋04

マレーシア家庭料理 J Kitchen05 珈琲 紫園06 珈琲・ピザ エデンの東07 古民家カフェ つかのま08

麺乃家（めんのいえ）09 揖保乃糸資料館 そうめんの里 レストラン庵10 濃厚バナナジュース専門店 ファンキーバナナ11 旧中川邸12

お古乃美焼 一歩13 D－5114 TAJIMA café.co15 probe coffee＆curry16

SUSHI＆VEGETABLE 心17 中華そば 龍風18 春駒19 御食事処 まるよし20

得得うどん 龍野店21 インド・ネパール料理 ポニーズカフェ22 片しぼ竹の宿 梅玉23 台湾料理 豊源 龍野店24

希望軒 龍野店25 すし官太 龍野店26 和ごころ 福久（FUKU）27 酒と飯 愛山28

和ダイニング 囲間29 ステーキ 海舟30 割烹 小浜31 イタリアンダイニング DON☆9cafe32

ダイニング・是福33 お食事処 味遊34 鉄板焼きとご飯のお店 てっぺん35 和牛亭たじま36

海鮮酒房 りょう 本店37 海鮮酒房 りょう 元祖店38 居酒屋 キャプ店39 NIGHT IN 歩歩40


