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菓子工房ダヴィンチ1
西宮市大屋町20-9

℡ 0798-64-5028

【PR】甲子園口で創業して27年、テレビで紹介されたエ
クレアーノがおすすめです。

South Garden2
西宮市天道町25-14

℡ 0798-56-8783

【PR】山手幹線沿いの、可愛らしいお花に囲まれた優し
い雰囲気のお花屋さん

麭屋さん3
西宮市二見町13-19

℡0798-27-5959

【PR】国産小麦100％　自家製天然酵母　無添加
素材と味にこだわった心と身体に美味しいパンを

●マルシェスペシャルセット
　500円（100セット限定）

パティシエ トシヒロ タダノ4
西宮市二見町13-19-1F 東

℡0798-67-6322

【PR】】「上質をカジュアルに」甘さ控えめの優しい味わい
が魅力

●プリン、チーズケーキ、
　シュークリーム各1個setで
　500円
●焼き菓子set袋入り500円

tête en láir（テタンレール）5
西宮市二見町12-20

℡0798-62-3590

【PR】特別価格でお待ちしています。

●焼菓子詰合800円→500円
●とろけるチーズケーキ12㎝
　1296円→1000円
　売り切れ次第終了

poole（プール） レストラン＆ブティック6
西宮市二見町12-22 パラツィーナビル3F

℡0798-39-8895

甲子園口接骨院7
西宮市甲子園口北町2-9

℡0798-66-3078

【PR】TV雑誌等で今話題の小顔コルギ術と美顔針を体験
しませんか？施術前後の違いに驚愕！

女性専用エステサロンpeaceful8
西宮市甲子園口北町4-15 パラツィーナ甲子園口Ⅱ107

℡0798-65-3773

【PR】甲子園口北町の女性専用エステサロンpeaceful
体質改善を目的としたサロンです !!!

●深部ヘッドマッサージ20分
　￥1,000（頭～首）
●もみほぐしマッサージ20分
　￥1,000（肩、背中～腰）

※事前にTEL予約優先
●おためしコルギ（小顔矯正）
　通常価格￥9,000＋税→￥3,000＋税
●おためし美顔針
　通常価格￥6,000＋税→￥2,000＋税
●コルギ（小顔矯正）＋美顔針→￥5,000＋税

ウエダ 花 オフィス9
西宮市甲子園口北町4-15-101

℡0798-77-2630

【PR】日時も回数も自由に通える、「いけばな」と「フラワー
アレンジ」の教室です。

＜￥1,000＞
お好きなお花を選んでいただいて、
ミニブーケの体験レッスンを
開催いたします。

Genki Style鍼灸整骨院10
西宮市甲子園口北町1-8

℡0798-68-5620

【PR】マルシェ限定コラボ企画です。詳しくは店頭スタッ
フまでお尋ね下さい。

★マルシェ特別メニュー
　・ポイント美容鍼（1回￥500）
　・スピード光脱毛（1部位￥500）
　・超回復パーソナルストレッチ
      （10分￥500）

COSMETIC･HOUSE ALOA－アロア－11
西宮市二見町4-17 サンエイビル1F

℡0798-65-7257

【PR】お肌の水分・油分量を測定したり、お肌の悩みに
合わせたサンプルプレゼント！

＜ 500円＞ マユスタイリング（5分～ 15分）
＜1000円＞
　ハトムギエステチケット（30分）
＜2000円＞
　マッサージコース
　エステチケット（40分）

セレクトショップ アンミロワール12
西宮市二見町4-26

℡0798-67-4038

【PR】こだわりのあるアイテムを揃えています。欲しい服、
きっとみつかりますよ。

秋物お買い得商品70%off

Ai estsalon（アイエステサロン）13
西宮市二見町4-21 アルテック甲子園口2F

℡0798-61-1249

【PR】この秋New Open♡今まで何をやっても痩せれな
かった、という方、この機会に体験を。

健康若返りBSPダイエット
（ご予約優先）
一日体験（30分）￥500
　・内臓脂肪・体年齢測定
　・耳つぼ・食事カウンセリング

淡路島バーガー甲子園口店14
西宮市二見町4-17-1F

℡0798-67-2442

【PR】淡路島産玉ねぎをふんだんに使用。女性でもたべ
やすいお得な4点セットです。

●1000円バル限定セット
　（内容） レギュラーサイズ
 オニオンリング
 オニオンサラダ
 オニオンスープ

アロマテラピー＆ヒーリングHappyneｗs15
西宮市甲子園口北町1-21-401 カサ甲子園口

℡080-8150-4877

【PR】駅歩1分という場所にありながらも隠れ家的サロ
ン！癒しの空間アットホームなサロンです。

＜ご予約優先＞
①お疲れケア
　アロママッサージ
　通常50分6,500→20分￥1,000
②レインドロップアロマ
　通常50分8,000→20分￥1,000
　（マルシェ限定価格）

店　名例
所在地

電話番号

【PR】おすすめなどのPR

イベントメニュー詳細

写　真

イ
ベ
ン
ト
メ
ニ
ュ
ー
価
格

（
バ
ル
の
み
）

バル時間は通常の営業時間とは異なります。各店
のバル時間、メニュー内容をお確かめ下さい。

ご注意

【イベント営業時間】
イベント営業時間
【定休日】定休日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 15：00
【定休日】水曜日・日曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 18：00

【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
11：00 ～ 19：30

【定休日】木曜日・日曜日

【マルシェ営業時間】
13：00 ～ 18：00
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
18：00 ～ 21：00
　
【定休日】月曜日・火曜日

【マルシェ営業時間】
11：00 ～ 20：30

【定休日】火曜日

【マルシェ営業時間】
13：30 ～ 19：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【マルシェ営業時間】
9：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日（月曜日）

【マルシェ営業時間】
7：00 ～ 19：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日（祝日の場合翌日）

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】ご予約制

【マルシェ営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

…バル参加店 …マルシェ参加店

【PR】住宅街の隠れ家のような洒落た空間でイタリアンとワ
インをお楽しみ下さい。

￥500
　●ドルチェ　ガトーショコラとジェラートの
　　プレート（コーヒー又はTea付）
　●プレミアムモルツ生ビール・
　　グラスWine・他
￥1,000
　●アンティパスト・ミスト（前菜の盛合せ）

第９ 回

マルシェ
バル＆

こん
な店あったんや！

●アップルパイ1,430円を
　1,000円（税込）
●ケーキセット　500円
　（お店指定のケーキと
　　　コーヒー or紅茶付き）
　小学生以上の方対象です

あなたの肌に
合った化粧品
サンプル2日分
プレゼント！

●バラ10本束　500円（税込）

主　催：甲子園口バル実行委員会　　　共　催：甲子園口商店連合会

後　援：西宮市、西宮商工会議所、西宮観光協会、78.7Mhz さくら FM、西宮経済新聞

飲食関係の店舗をバル、物販・サービス関係の店舗を
マルシェとしております

店頭
価格

Bar山谷　℡ 0798-64-2800　（19：00～ 21：00／不定休）

価格は店舗により
異なります

バ ル マルシェ

お 問 い 合 せ

2019年
11月10日（日）

終　日

1コインor 2コイン
or￥2,000

第９ 回

マルシェバル＆

こん
な店あったんや！

チケットレス

第９回　甲子園口バル＆マルシェ　営業時間
バルメニューをご用意している時間帯は各店によって異なります。通常営
業時間とも異なることがありますので、ご注意ください。

ご注意

バル参加店 マルシェ参加店

バルを楽しむためのルール

第 ９ 回

マルシェ
参加店MAP

バル＆

… バル参加店
… マルシェ参加店

… 公式マップ配布店

★公式マップ配布店★
甲子園口バル＆マルシェに関する
お問合せもこちらへ★

Bar山谷
℡ 0798－64－2800
（19：00～ 21：00／不定休）

97

甲子園口バル＆マルシェ
フェイスブックページ

　バル当日は、マップを見な
がらあらかじめ決めておいた
お店に行くもよし、たまたま
見つけたお店に飛び込んでみ
るのも、また楽しみ♪
　お店に入ったら、「バルメ
ニューをお願いします！」と
ご注文下さい。各店オリジナ
ルのバル限定メニューが楽し
めます。
　おひとり様１店舗１コイン
or２コイン or ￥ 2,000（メ
ニュー料金は店舗詳細をご覧
下さい）、混雑してきたら次の
人へとスマートに席を譲るの
が「バル通」です。

バルの合言葉は

　マルシェ参
加店では、お
持ち帰りグル
メ、ファッショ

ン、ビューティー、リラクゼー
ションなどのさまざまなサー
ビスや、イチオシの商品を「甲
子園口マルシェ当日限りの特
別価格」でご用意し、皆さま
のお越しをお待ちしていま
す！ バルでお腹いっぱいに
なったら、マルシェめぐりで
腹ごなし…なんて楽しみ方も、
甲子園口バル＆マルシェの醍
醐味です♪
※マルシェは「１コイン or ２
コイン制」ではありません。
店舗により価格は異なりま
すので詳しくはマルシェ各
店舗詳細、または店頭にて
ご確認ください。

バルメニュー
お願いします！

お得なマルシェで
ホックホク♪



BREAK TIME19

【バル営業時間】
13：00 ～ 19：00
【定休日】月曜日（祝日の場合翌火曜日）

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 16：00
    （最終受付  15：00）
【URL】http://gp-japan.com/

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【バル営業時間】
16：00 ～ 24：00
　
【定休日】水曜日

【バル営業時間】
17：00 ～ 23：00
【定休日】火曜日

【マルシェ営業時間】
9：30 ～ 15：00
【定休日】基本祝日

【マルシェ営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し（元旦のみ）

【バル営業時間】
11：00 ～ 15：00
17：30 ～ 22：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日（祝日は営業）

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
17：00 ～ 22：00
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 18：00

【定休日】第三土曜日

【バル営業時間】
13：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休（月4～6回）

【バル営業時間】
15：00 ～ 22：00
【定休日】日曜日

【マルシェ営業時間】
12：00 ～ 20：00

【定休日】火曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日・第3火曜日

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【バル営業時間】
11：30 ～
 （売り切れ次第終了）
【定休日】無し

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
15：00 ～ 26：00

【定休日】火曜日

【バル営業時間】
13：00 ～ 22：00
【定休日】日曜日・祝日

【バル営業時間】
13：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 19：00

【定休日】木曜日

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
 （売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日・祝日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
11：00 ～ 14：30
16：00 ～（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
15：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
20：00 ～ 24：00

【定休日】火曜日

【バル営業時間】
17：00 ～ 23：30

【定休日】不定休

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】木曜日

【バル営業時間】
15：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
1部 10：00 ～
2部 14：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【マルシェ営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日・木曜日ランチ

【バル営業時間】
18：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
13：30 ～ 20：00

【定休日】日曜日

【バル営業時間】
9：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【マルシェ営業時間】
13：00 ～ 17：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日・月曜日

【バル営業時間】
11：00 ～ 15：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日・祝日

【バル営業時間】
19：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【マルシェ営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 21：00
【定休日】不定休

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
11：00 ～ 20：00

【定休日】火曜日

【バル営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日・火曜日

【バル営業時間】
11：00 ～ 20：00
【定休日】不定休

【バル営業時間】
11：00 ～ 20：30
（売り切れ次第終了）
【定休日】毎週火曜日・基本第１・第３月曜日

【バル営業時間】
16：22 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日・日曜日

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【マルシェ営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 18：00
【定休日】月曜日・火曜日

【マルシェ営業時間】
11：00 ～ 15：00
【定休日】土曜日・日曜日（隔週）

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
11：30 ～ 15：30
18：00 ～ 22：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】火曜日

【バル営業時間】
11：00 ～ 14：00
17：00 ～ 21：00
【定休日】木曜日

【バル営業時間】
13：00 ～ 24：00

【定休日】水曜日

【マルシェ営業時間】
9：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】木曜日

【バル営業時間】
12：30 ～ 17：00

【定休日】不定休（1月1日）

【バル営業時間】
11：00 ～ 14：00
17：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】木曜日

【バル営業時間】
9：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 20：30

【定休日】無し

【バル営業時間】
11：30 ～ 21：00

【定休日】火曜日

【バル営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

【バル営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】日曜日

【バル営業時間】
10：00 ～ 21：00

【定休日】無休

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

【バル営業時間】
11：00 ～ 21：00
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
14：00 ～ 23：00
【定休日】木曜日

【バル営業時間】
11：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

西宮市甲子園口北町1-22 ラックス二番館1F

℡070-5342-5521

【PR】手作りの生地を石窯で焼くケバブバーガーは、今
まで食べた中で1番美味しいはず。ご来店をお待ちして
おります。

オレンジフォレスト甲子園口20
西宮市甲子園口北町1-23 荒木ビル2F

℡0798-31-5120

【PR】気軽に楽しんでいただける20分間のバルメニュー
です。ぜひお越し下さい！　http://orange-f.net

＜500円＞　★女性限定です
　●リンパマッサージ（ハンド20分）or
　●リンパマッサージ（お腹20分）or
　●デンタルリフレクソロジー（20分）or
　●タロットカード（占い20分）

●ケバブバーガー＋ドリンク
　 手作りレモンジュースor
 　マンゴージュースorコカ・コーラ

レンタルドレス・スーツ Garden Party21
西宮市二見町11-24-101

℡0798-78-2588

【PR】当日、インポートワンピース、小物、SALE販売し
ます。お楽しみに♪

＜500円＞
今回、クヌート2Ｆスタジオ（甲子園口2-6-20）にて開催します。
ガーデンパーティ キッズドレス・スーツでドレスアップ体験
してみませんか…　★撮影ご自由にどうぞ
★当日インスタアップの方にジュースプレゼント
★女の子には、プチメイク・ネイルシールつき（所要時間お一人20分）

vivo イタリア食堂22
西宮市二見町3-16 サンエイ第2ビル2F

℡0798-66-8878

【PR】高級なお料理をカジュアルな店内でお楽しみ下さ
い。コース料理がおすすめです。

＜ 1,000円＞
　●なにわ黒牛赤ワイン煮こみ
　　＋グラスワイン（赤or白）
＜ 2,000円＞
　●オマールエビのテルミドール
　　（限定10）

まつげエクステ、パーマ専門店 ビジュウ23
西宮市甲子園口北町2-2 甲子園マンション303

℡0798-77-0462

【PR】駅近隠れ家。キャリア陣アイリスト集団！お客様
の満足いくデザインを提供します！

＜予約制＞
●ナチュラルカール
　￥3,200→￥1,000
●パリジェンヌラッシュリフト
　￥5,400→￥2,000
　（長さとぱっちり感が欲しい方）

ケーキハウス ベルン甲子園口店24
西宮市甲子園口北町2-27

℡0798-62-3450

【PR】創業51年目の洋菓子店です。市内4店舗で「西宮
になくてはならないお店」を目指して営業しています。

通常定価￥700の
「焼きドーナツ5ヶ入」を
バル価格￥500で販売

お好み焼 可陽25
西宮市甲子園口北町2-26

℡0798-65-4884

【PR】お奨めはお好み焼ですが時間がかかりますので、
平日にお越し下さいませ。家庭料理も色々

豚玉お好み焼きor豚やきそば
各500円

お持ち帰りのみ

カトマンドゥカリー PUJA 甲子園26
西宮市甲子園口3-3-29

℡0798-65-0980

【PR】バルの日だけの特別メニューをご用意してお待ち
しております！

●バルランチ（11：00－15：00）  ￥500
　カリー、ナン、ネパール料理のセット
●バルプレート（17：30－22：00） ￥1,000
　カリー、チーズナン、ネパール料理
　＋ワンドリンクのセット

新大衆居酒屋 たすき27
西宮市甲子園口3-3-28 ネスト甲子園口101

℡0798-64-2203

【PR】ひっそりと8年目。旬の魚と料理が味わえる居酒
屋です。

☆500円
　鶏の南蛮フライ～紫のタルタルソース～
　＋お好きなドリンク
☆1,000円
　お造り盛り＋鶏の南蛮フライ
　＋おばんざい＋お好きなドリンク

スペインバル ウジヤ28
西宮市甲子園口3-3-25

℡0798-64-1799

【PR】スペインの本場の味をお楽しみ下さい。

＜￥500＞
　●バスクチーズケーキ
　　＋ワインorコーヒー
　●スペイン産生ハム＋ワイン
＜￥1,000＞
　●牛のタルタルパンタパス＋ワイン

居酒屋 道場29
西宮市甲子園口3-3-23

℡0798-67-9367

【PR】開店28年を迎えました。かけがえのない心のふれ
あいを大切に“押忍”

●氷点下のスーパードライ
　or氷点下のハイボール
●前菜2種

スーリアン31
西宮市甲子園口3-4-7

℡0798-61-2861

【PR】朝からワイン＆クラフトビールも飲め女性一人様
でも入りやすいカフェ

＜500円＞
　スペシャルパニーニ（持ち帰もOK）
＜1,000円＞
　●前菜の盛り合せ＆ワイン
　●パニーニ＆ビール

立飲み処 えびす丸32
西宮市甲子園口3-4-12

℡090-2284-8927

【PR】昼1時～営業で、お造り・にぎり寿司・揚げ物・
一品メニュー多数。おもしろいお店です！

Ⓐ店主きまぐれにぎり4カン
　＋生ビールor酎ハイ
Ⓑ特選ローストビーフ
　＋生ビールor酎ハイ

和食鶏屋 桜ちゃぼいち33
西宮市甲子園口3-4-12 ダイドーシティ甲子園口駅前B1

℡0798-69-1277

【PR】地下に拡がるゆったりとした落ち着いた空間で手
造りのお料理をお楽しみ下さい。

＜500円＞
●季節のお料理3品寄せ＋1ドリンク
●自家製焼鳥ダレで仕上げる地鶏骨付もも肉くわ焼き
　＋1ドリンク
＜1,000円＞
●季節のお料理6品寄せ＋2ドリンク
※ドリンク→ビール・各種サワー・ハイボール・ソフトドリンクetc

花うさぎ34
西宮市甲子園口3-4-12

℡0798-64-1325

【PR】おひとり様でもお気軽にお越しいただける女性客
の多いお店です。

日本酒とフルーツのお酒
いずれか1杯と
おばんざい3種盛り合せ

㈲甲南園芸35
西宮市甲子園口3-4-17

℡0798-64-4113

【PR】創業50年以上。ホームユースからギフトまでお客
様のご希望のお花をご用意します！

＜500円＞
　ミニブーケと花鉢

十一屋36
西宮市甲子園口2-2-15

℡0798-67-1110

【PR】安心、安全、美味しい、楽しい、厳選された出来
るだけ安全で美味しい食品とお酒のお店。

店頭にて南アフリカワインの
試飲販売
バル当日のみの特別価格
売り切れ御免！

麺屋はまる堂37
西宮市甲子園口2-2-13

℡0798-56-9890

【PR】今流行りのまぜそばです。唐揚げ、ご飯も付いて
くるワンコインサイズでご堪能あれ。新スタイルのお店
です。

まぜそば（小盛）or
台湾まぜそば（小盛）
からあげ2コ、追いめし
　　　  または
唐揚げ5コ 生ビール1杯

麺や 白ぼし38
西宮市甲子園口2-3-32

℡0798-66-3345

【PR】16時間かけて炊き上げたとんこつスープと数種類
の麺メニューを堪能してください。

生ビール
　　＋
鶏モモ唐揚・味玉・辛味もやし・
キムチ・メンマ

【バル営業時間】
15：00 ～ 21：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

American Wine Bar Sonoma30
西宮市甲子園口2-1-35 うはら駅前ビル2F

℡0798-66-9670

【PR】アメリカのワインテイスティングルームの雰囲気
の店内で、ビールとワインを。

グラスワイン（白or赤）
＋

ひとくちおつまみ

揚げたて天ぷら たまき39
西宮市甲子園口2-3-31-1F

℡0798-81-5555

【PR】本格的な天ぷら屋の味・雰囲気を誰でも気軽に味
わっていただきたい！

生ビール、天ぷら3品

ライト洋菓子店40
西宮市甲子園口2-3-30

℡0798-67-2963

【PR】古くからのお店なのでバタークリームとか、素朴
なカステラが根強い人気です。パンも人気者です。

＜500円＞
　酒粕ラスク、マドレーヌ、
　手巻チョコ、さっくりチーズオニオン

Bar on the corner41
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口3F-A

℡090-9166-0998

【PR】コーヒーや紅茶などもご用意してます。お酒を飲
めない方もお気軽にどうぞ。

＜500円＞
　●お好きなドリンク1杯＋おつまみ1品
＜2,000円＞
　●ロイヤルハウスホールド1ショット
　　＋おつまみ1品

酒・肉・肴 はつとみ42
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口B1-C

℡0798-56-7477

【PR】お一人様でも入りやすい「肉居酒屋」酒・肉・肴に
こだわっています。

黒毛和牛肉寿司（2カン）
　＋
1ドリンク
　生ビール・ハイボール・焼酎・
　チューハイ・ソフトドリンク

沖田 バー43
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口B2

℡0798-65-1600

【PR】ピアノで唄い、セッションもOK。JAZZ、POPS、
Beatles、screen musicと幅広く演奏しております。

1ステージ毎の入れ替えです。

おでん すばる44
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口1F

℡0798-64-3655

【PR】ヌーベル甲子園口にあるおでん屋です！あっさり
出汁のおでんで温まって下さい！

お好きなドリンク1杯
＋

選べるおでん3品

Bar Sherry45
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口2F-A

℡ なし

【PR】300種を超える洋酒、プロが作るカクテルが楽し
めます。希少なウイスキーやシェリー酒もリーズナブル
にご提供させて頂きます。

☆1,300円以下のウィスキー
　（お好きなカクテル・シェリー酒・
　ビール含む）がワンコインで！
☆当日ノーチャージ（通常500円）

ラウンジ・マーベラス46
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口2F

℡0798-81-5007

【PR】広々としたスペースでゆったりと呑めるお店です。
バル以外でも特製カレー時々有ります。

1ドリンク＆マーベラス特製カレー
1時間歌い放題

【バル営業時間】
14：00 ～ 19：00

【定休日】日曜日

Snack ぐら47
西宮市甲子園口3-4-20 ヌーベル甲子園口B1

℡0798-65-7818

【PR】バルでお腹いっぱいになり過ぎたらカラオケで休
憩しに来て下さい♡

Hello's ハローズ48
西宮市甲子園口3-9-9 パティオ甲子園口2F

℡090-6055-8821

【PR】アメリカン雑貨に囲まれたFOOD BARです。お気
軽にご来店お待ちしております。

ハローズオリジナルタコスに
バル用ドリンクメニューから
お好きなドリンクを1杯SETで

チキンバル49
西宮市甲子園口3-9-14

℡0798-66-1553

【PR】お酒がすすむ焼き鳥or生ハムでさくっと1杯、お
気軽にぜひどうぞ !!

＜Ａコース＞
　生ビールorレモンサワーと
　焼き鳥4本
＜Ｂコース＞
　樽生赤ワインと
　ガローニ社ゴールドラベル生ハム

㈱ネオカデン甲子園50
西宮市甲子園口2-5-22

℡0798-67-1494

【PR】甲子園口ほんわか商店街で54年目です。地域店な
らではのサービスをしております！

ソニー業界最高クラス
完全ワイヤレス「WF-1000XM3」
黒＆シルバー　各10台限り
ネット最安　19,980円（税別）

shot bar Snugly51
西宮市甲子園口2-5-4 BOWⅡビルB1

℡0798-62-3133

【PR】こぢんまりしたお店です。

おすすめの3種類からの
ハイボールか、
スタンダードカクテルと
チャーム

和の香り52
西宮市甲子園口2-4-1 エステートフクイ1F

℡ なし

【PR】アットホームな雰囲気で皆楽しく飲もうがモットー
です。是非お話しにいらっしゃってね。

おでん3品＋お好きなドリンク1杯
　生ビール、チューハイ、
　焼酎（当店指定）、ウーロン茶
※尚、バルの日お湯割はお断り
　させて頂きます。

ひじり庵54
西宮市甲子園口3-9-16

℡0798-64-3400

【PR】ゆっくりと季節の食材、お酒、お料理を楽しんで
頂けるお店を目指しています。

＜1,000円＞
　手まり寿司5種、蓮根まんじゅう
　ドリンクメニュー（20種）より1杯
＜2,000円＞
　1,000円メニュー
　＋炭火あぶり焼き6種

餃子食堂マルケンJR甲子園口駅前店55
西宮市甲子園口2-5-20

℡0798-69-1252

【PR】美味しい餃子、美味しいレモンサワー、コース料
理も充実。元気ある従業員がいるお店

焼餃子Ｓ（5個）、
シャリキンレモンサワー

プーの家57
西宮市甲子園口2-4-32

℡0798-31-2321

【PR】8月5日にオープンしました。よろしくお願いし
ます。

豚玉

焼酎・魚 こやま58
西宮市甲子園口2-5-10

℡0798-65-6858

【PR】カウンター 10席の小さなお店です。お待ちしてお
ります。

生ビールorチューハイ
小鉢
明石昼網お造り

メガネ・時計・宝石 光沢堂59
西宮市甲子園口2-6-25

℡0798-67-2014

【PR】】誠実により親切にをモットーに地域密着で80年。

＜２コイン⇒1,000円＞
　『ハローキティ目覚まし時計』
　各5個　計10個
　売り切れ次第終了

RED MAN60
西宮市甲子園口2-7-1

℡0798-77-2210

【PR】おかげさまで2年目を迎える事ができました。気
になる方はこの機会にぜひおこし下さい。

ローストビーフ
　　　＋
生ビール、サワー（レモン）、
ウーロン茶、オレンジジュース、
麦焼酎

とり花61
西宮市甲子園口3-10-12

℡0798-64-8720

【PR】朝びきの新鮮な鶏を毎日仕入れ1串ずつ店内で仕
込み備長炭で焼き上げています。焼鳥以外の料理も有り
ます。

グラスビール・チューハイ・日本酒・
焼酎（麦・芋）・ハイボール・ウーロン茶
上記より一杯
　　　＋
付きだし・キャベツ・ねぎみ1串・つくね1串

伝承大阪寿司 さね松62
西宮市甲子園口3-10-14

℡0798-64-0728

【PR】昨年7月より、リニューアルし、通常夜、18：00
からは、〝ちょい飲み屋〟をしています。是非、おこし
下さい。

●看板ふくさ寿司
●バル限定サーモン寿司
●さね松のだし巻玉子巻
各500円

piatto match／ピアット マッチ63
西宮市甲子園口2-6-21

℡0798-31-6763

【PR】南イタリアシチリアを意識した小さな料理屋です。
アラカルト取り分けスタイルの食堂です。

イタリアのハム類と
シチリアワイン

ZI-TA64
西宮市甲子園口3-10-15

℡0798-66-0680

【PR】40代以上の大人の女性のセレクトショップです。

マルシェ限定！
お洋服から雑貨まで半額商品
多数ご用意しております。

エムズスタイル5565
西宮市甲子園口3-10-15

℡0798-66-0720

【PR】トータルビューティーエステサロン エムズスタイ
ル55です。お気軽にご来店して頂けるお店づくりを目
指してます。

●ポイントメイク 500円
●眉デザイン 500円
●脇脱毛 1,000円
●ハンドマッサージ10分 1,000円
●かかと角質ケア 2,000円
●ヘッドマッサージ 1,000円

魚そら鮮魚店67
西宮市甲子園口3-15-8

℡080-4186-3558

【PR】よそにない珍しい魚たくさんあります。一度食
べたら違いがわかる本気の魚屋魚そらです。

サーモンといくらの親子丼

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 21：00
【定休日】無し

ボディケアサロン te・te66
西宮市甲子園口2-9-9 宮武ビル2F

℡0798-66-5770

【PR】ボディケアサロンte・te☆もみほぐしだけじゃな
い♪タイ古式、アロマトリートメント、小顔フェイシャ
ルなどなど。

＜1,000円＞
　肩コリや腰痛に
　ピンポイントもみほぐし15分
　　　　　　　　or
　話題の筋膜リリースお試し10分

Live＆Bar Uncle Jam68
西宮市甲子園口3-15-9 秋津州ビル1F

℡0798-64-5405

【PR】カウンター 6席、ソファ 14席の店内は全席禁煙。
ライヴもおしゃべりもお気軽に！

バルメニューから
お好きなドリンクを1杯とおつまみ
　　　　　＆
マスターの弾き語りライヴ
（14：00/16：00/18：00）各30分ほど

西宮ブラッズ69
西宮市甲子園口3-15-12 甲子園口ビル4F

℡0798-42-8499

【PR】カラオケスターダストさんと同じビルの4階です。
入りにくい店ですが、一度覗いてみて下さい !!

生ビールor角ハイボールorグラスワイン
＋

自家製ポークジャーキー orトマトキムチ
＋

体験ダーツ

cafe NoRa70
西宮市甲子園口4-7-14 梶原マンション101

℡0798-64-5115

【PR】1人で営業しているため、お時間かかりますがゆっ
くりのんびりしていただけるお店です。

ふわふわミニロールケーキと
ドリンクセット
　コーヒー、紅茶、オレンジ、
　グレープフルーツ、アップルジュース

OiL in Style　オイル イン スタイル71
西宮市甲子園口3-13-20

℡0798-78-2253

【PR】オイルの専門店 なるほど！簡単オイル講座（バター
コーヒー付き） 14時から

＜マルシェ＞
　亜麻仁油185ｇ通常2,000円→1,200円
　麻の実油275ｇ通常2,200円→1,320円
　＊限定20名様（お一人さま各２本まで）
＜ミニバル屋台＞亜麻仁油を使った料理
　グルテンフリーたこなしタコヤキ  380円
　ミネストローネ in米粉麺パスタ    380円

cafe peu a peu（ぷぅ あ ぷぅ）72
西宮市甲子園口3-14-23

℡0798-64-2170

【PR】ほっこり出来るおうちごはんのお店です。皆様の
ご来店をお待ちしております。

ふわんふわんシフォンケーキ
　　　　　　＋
珈琲or紅茶orオレンジジュース
orりんごジュース

Detour-esc（ディトゥア・エスケープ）73
西宮市甲子園口3-14-22-1F

℡0798-63-0652

【PR】甲子園口の小さな衣料雑貨店です。この機会に是
非お越し下さい。

●季節の小物アイテム 1,900円
●Handmade革製品 1,000円
★その他お買得商品あり★

甲子園飯店74
西宮市甲子園口3-14-21

℡0798-64-0011

Bon cieL75
西宮市甲子園口3-17-5

℡0798-61-1710

【PR】9月9日にopenしたてのフレンチバル !! 羊のフレ
ンチラムラックが絶品です。

フレンチラムラック1本
　　　　　＋
ハートランド（生）orハイボール
or赤ワインorソフトドリンク

飯田鍼灸整骨院　甲子園口店76
西宮市甲子園口3-17-5 グランドメゾン甲子園口103

℡0798-68-4970

【PR】今の体の動きで満足？本来の体の動きを取り戻せ!! 
矯正をチョー特別価格で !!

＜500円＞10分ボディケア
　              （気になるコリをほぐします    ）
＜1,000円＞下記矯正全て
　猫背矯正・頚部矯正… 通常￥4,180
　骨盤矯正・Ｏ脚矯正… 通常￥8,360
　  ★予約優先です。事前予約可。★

とんＱ77
西宮市甲子園口3-17-1

℡0798-65-6557

【PR】女性二人でがんばっています。

和みらーめん78
西宮市甲子園口3-17-5 グランドメゾン甲子園口ビル106

℡0798-63-7532

【PR】和みは、食べバル・呑みバル2種類ご用意してい
ます。がっつり食べるのも一杯飲むのも和みで !!お待ち
しています

立ち呑み処 ちょっと一杯80
西宮市甲子園口3-16-1

℡ なし

パティスリー彩81
西宮市甲子園口3-15-14 竹内ビル1F

℡0798-56-8317

【PR】バルの日限定で、通常税抜699円のところ、ワン
コインで提供致します。ぜひ、お試しください！

【PR】立ち呑みでは珍らしく、禁煙です。空気がキレイ
くて清潔なお店です。

生ビール、チューハイ、ハイボール、
焼酎（それから芋、麦）
各々いずれか1杯
　 ＋
アテ3品

酒場 Big Country82
西宮市甲子園口3-16-2

℡0798-67-5007

自家製レモンサワー
＆

燻製じゃがいものポテトサラダ

チャイナバル 上海酒家83
西宮市甲子園口3-16-3

℡ なし

【PR】きさくで楽しいママのお店です。

【PR】ちょっとオシャレで庶民的な酒場です。お気軽に
お立ち寄り下さいませ。

●シューマイ＋1ドリンク
●蒸し鳥＋1ドリンク

BOBA男爵 de Tea Time84
西宮市甲子園口3-16-4

℡0798-81-3609

【PR】こだわりのお茶ともちもちのタピオカでつくるオ
リジナルドリンクをお楽しみください！

鉄板バルNAMIKI85
西宮市甲子園口3-16-4

℡0798-61-1219

【PR】夜しか食べられない自家製タレで味付した美味し
いホルモンをお楽しみ下さい。

Mixホルモン
＆

ドリンク
生ビール・チューハイ・
ソフトドリンクいずれか

b.right hair make86
西宮市甲子園口2-8-18

℡0798-66-7572

【PR】梅田で修業し西宮北口で15年、甲子園口で4年目
の美容室です。遠方からのお客様も多く、アットホーム
なお店です！車での無料送迎、自宅や病院への訪問カッ
トもしていますのでぜひ御相談下さい！

●前髪カット　500円
●まゆカット　500円

ハルミ87
西宮市甲子園口3-18-8

℡0798-63-0013

【PR】小じんまりした家庭的な雰囲気のお店です。是非
お立ち寄り下さい。

細川文具店88
西宮市甲子園口3-17-11

℡0798-67-2930

【PR】スーパーライフの前の文房具屋です。近くまで来
られた時は是非覗いてみて下さい。

OMOM'S KITCHEN89
西宮市甲子園口3-17-11

℡0798-66-6800

【PR】今年はバルセットドリンクにディナー限定でクラ
フトビールが仲間入り !!

選べるソースの
オムライス（Sサイズ）

＋
バルセットドリンク

グラス生ビールor赤・白ワイン
オレンジジュースorウーロン茶

フリーマーケット
開催

蕎麦酒屋 ぜんぜん90
西宮市甲子園口3-17-18-1

℡0798-68-5855

【PR】北海道産蕎麦粉と小麦粉を使用したお蕎麦と全国
の地酒など、いろいろ御用意いたしております。

◎自家製かもロース
　＋ビールorチューハイor焼酎orハイボール
◎バイ貝のうま煮
　＋ビールorチューハイor焼酎orハイボール
★＋500円でドリンクを日本酒に変更 !!

FIVE-HALF91
西宮市甲子園口3-17-13-2F

℡0798-63-5170

【PR】カクテルはフレッシュフルーツでおつくりします。

800円までのドリンク
（カクテルは900円まで）
とおつまみで500円

cafe she's92
西宮市甲子園口3-16-8

℡0798-67-0505

【PR】1F焼ドーナツ専門店　2Fカフェでは、生パスタや
オリジナルカレー　お召しあがりいただけます。

お好きなドーナツ
＋

お好きなドリンク

旭メガネ93
西宮市甲子園口3-16-9

℡0798-67-2755

＜1,000円＞
　鼻パット調整・交換
　1組2個

甲子園口ヘルス薬店94
西宮市甲子園口2-10-29

℡0798-63-7376

【PR】当日は他にもお買い得品を用意しておまちしてい
ます。

Bar 山谷97
西宮市甲子園口3-21-5 エムロード甲子園口1F

℡0798-64-2800

【PR】9月で10周年を迎える事ができました。一枚板の
カウンターで至福の一杯を。

ミスティアモーニ
（マスカットリキュール＋グレープフルーツ＋トニックウォーター）
orグラスシャンパーニュ
orクラフトビール（4種の中から1種）
　　　＋
ミニサンドイッチ

ひのや98
西宮市甲子園口3-21-6

℡0798-65-6139

【PR】淡路玉ネギフルーツマンゴ煮込み特製ガラムマサ
ラで深い味わいのカレー

＜￥500＞
　国産鶏モモのカレー
　or三元豚バラ肉カレー
＜￥1,000＞
　三元豚ロースステーキと生ビール

お食事処 あおい99
西宮市甲子園口3-23-14

℡0798-65-7000

【PR】ランチも営業してます。お造り、煮物、焼物、天ぷら、
デザート、コーヒー付。お待ちしてます。

お造りと焚合せワンプレート盛
＋
飲み物

ソフトドリンク・ビンビール・
チューハイ・日本酒・焼酎など

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日

チキチキボンバー源店100
西宮市甲子園口3-22-10

℡0798-67-8923

【PR】初めての方もこの機会にお気軽にお立ち寄りくだ
さい！心よりお待ちしております！

焼き鳥2串と1品
             +
ドリンクこの中から1杯
   生ビール・ハイボール・
   チューハイ・ウーロン茶・コーラ・
   オレンジ・カルピス

甲子園ちから餅103
西宮市甲子園口3-26-7

℡0798-67-0457

【PR】知っている人も知らない人もこの機会にどうぞお
ためしあれ。先着20名様には他のプレゼントもご用意
してます。

●かやくめしときつねうどん 500円
●からあげと
　生ビールorチューハイ 500円
●おまんじゅうセット
 650円→500円

餃子マルシェ104
西宮市甲子園口3-26-8

℡0798-31-7744

【PR】全国からご当地餃子大集合 !! いろいろな餃子の食
べ比べをお楽しみ下さい！

ご当地餃子盛り合せ

ル・パラディ105
西宮市甲子園口4-19-12

℡0798-64-1822

【PR】住宅街の中の隠れ家ワインバー。ソムリエの美味
しいお料理と豊富なグラスワインのお店。

★1,000円
　名物！黒毛和牛カツサンド＆選べる1ドリンク
　※Take Outも承ります。ドリンクは持ち帰れません。
　　カツサンドを増量してお持ち帰りいただきます。
★2,000円
　オマール海老の白ワインバターソース
　＆選べる1ドリンク

幸志YEN106
西宮市甲子園口2-24-27

℡090-9285-0512

【PR】安くておいしいよをモットーに営業中！来て損な
し！ぜひ一度、ご来店ください !!

生ビールorハイボール
＋
唐揚げ

串かつ 一番108
西宮市甲子園口2-24-22

℡0798-65-9003

【PR】通常サイズで提供していますのでドリンク＆串か
つのボリュームに喜んで下さるお客様の多いお店です。
手作りのソースと揚げたての串かつを是非！！

おすすめ串かつ5本＆ドリンク一杯
《ドリンク》
☆生ビール（中）　☆酎ハイ　☆ハイボール
☆ウーロン茶　☆焼酎（水割りorお湯割り）
いずれか1杯

CAFE'S HOUSE NICCO（ニコ）109
西宮市甲子園口2-25-39

℡0798-66-5750

【PR】秋のメニューも加えて、今回のバルも皆様の御来
店をお待ちしております。

●ソフトドリンク＋サンドイッチ
　（限定20食）
●ソフトドリンク＋ケーキ各種
　（限定30食）
通常価格650円～700円を500円で提供します。
（無くなり次第順次終了いたします。）

ほっかほっか亭 上甲子園店110
西宮市甲子園口3-29-26

℡0798-66-4411

【PR】フレンドリーな接客で、地域に根ざしたお店を目
指します。

●のりミックス
　　　640円→500円

からあげ平野屋111
西宮市甲子園口3-29-20 太陽ビル101

℡0798-81-5675

【PR】7月にオープンしたばかりのからあげ専門店です。
全商品、淡路どりを使用しています。

ももから2コ・ズリ・ヤゲンなんこつ
              ＋
ビールorソフトドリンク
（コーラ・ウーロン茶・オレンジジュース）
★売り切れ次第終了

【マルシェ営業時間】
9：00 ～ 17：00

【定休日】無し

＜飲みバル＞
　唐あげ3コと生1杯
＜食べバル＞
　半ちゃーはんとしょう油ラーメン

と  ホルモン煮込

生ビールor
チューハイor
焼酎or
ウーロン茶

＜500円＞
　店長の気まぐれ新メニュー

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 13：00
　　
【定休日】日曜日の午後

【PR】人気の四川マーボー豆腐やフカヒレ姿煮を限定で
提供しております。是非、お待ちしております。

①あんかけ焼きめしドリンクセット　　￥500
　（ウーロン茶orオレンジジュース）
②四川マーボー豆腐ドリンクセット　￥1,000
　（アルコール各種orソフトドリンク）
③15食限定!! フカヒレ姿煮ドリンクセット　￥2,000
　（アルコール各種orソフトドリンク）

●ヤキソバ半分＋生中
●ブタ玉1枚＋生小

【バル営業時間】
13：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日

【マルシェ営業時間】
10：00 ～ 18：00

【定休日】日曜日

【バル営業時間】
12：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】不定休

【バル営業時間】
11：00 ～ 23：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

【バル営業時間】
11：30 ～（売り切れ次第終了）
17：30 ～（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日

立ち呑み ザクロ95
西宮市甲子園口3-21-4

℡080-9758-0727

【PR】アットホームなお店です。
　　 お気軽にお入り下さい

￥400以下の飲み物
＋

お惣菜2品で￥500

イル プーモ（il Pumo）96
西宮市甲子園口3-21-4

℡0798-27-5708

【PR】昨年オープンした、アラカルトで楽しめるイタリ
ア郷土料理とワインのお店です。

①イル プーモ風
　イタリアン前菜の
　盛り合わせ→￥500
②イタリア産グラスワイン
　（泡・白・赤）各種→￥500

西村はちみつ101
西宮市甲子園口3-25-9

℡0798-67-0751

【PR】創業70年、はちみつ一筋のお店です。こだわりの
はちみつを、是非一度ご賞味あれ！

＜500円＞
　●はちみつ
　　　  ・百花
　　　  ・六甲山野草

【マルシェ営業時間】
11：00 ～ 18：00
【定休日】月曜日

サカナゴコロ102
西宮市甲子園口2-17-17

℡0798-66-2260

【PR】ご予算に合わせてのお造り盛合わせ等のご予約承っ
ております。

＜￥500＞
　国産生本マグロ　ネギトロ
＜￥1,000＞
　魚心　謹製　特上寿司　8貫盛
＜￥2,000＞
　愛知県産　ウナギ屋のウナギ蒲焼き

【マルシェ営業時間】
9：00 ～ 14：00
【定休日】不定休

エ ピュール116
西宮市甲子園口3-16-11小西ビル1F

℡0798-65-2244

【PR】Open６年目の美容室です。ヘッドスパには自信あ
り。男女スタッフのいるお店です。

ヘッドスパ8,000円コースを
500円引きでご案内します。
予約制／約50分
※税別価格

pagyon107
西宮市甲子園口2-24-26 パビリオン甲子園口1F

℡0798-78-2955

【PR】本格的な韓国料理がリーズナブルな値段と落ちつ
いた雰囲気で楽しめます。

欧風レストラン ラ・ブリック112
西宮市甲子園口3-29-10

℡0798-31-0269

【PR】シンプルながらも惜しみない手間が生み出す深い
味わいをご堪能ください。

●1,000円
　鶏もも肉のコンフィ
　＋グラスワイン又は生ビール小
●2,000円
　ローストビーフ、エシャロットソース
　＋ボルドーグラスワイン又は生ビール中

●モンブランパフェ
　ザクザクのクランブルや、
　メレンゲの食感が楽しいパフェ♪
　濃厚なマロンアイスとモンブラン
　クリームで栗づくしな1品です。

【バル営業時間】
11：30 ～ 22：00
【定休日】1月1日

にしのみやラーメン 本家113
西宮市甲子園口2-28-19

℡0798-64-3999

【PR】当店のスープの決め手は「伊勢エビ」。じっくり時間を
かけて一緒に煮込んでおります。香り高いあっさりスープ
をご賞味あれ。

★500円
　Ⓐハイボールorチューハイ＋チヂミ（小）
　Ⓑハイボールorチューハイ＋すじ煮込（小）
★1,000円
　ハイボールorチューハイ＋牛むしテール

●500円
　ビール（小）＋ギョーザ1人前
●1,000円
　ビール（小）＋ギョーザ1人前
　＋にしのみやラーメン

【バル営業時間】
14：00 ～ 17：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

かごの屋 甲子園店114
西宮市上甲子園1-4-6

℡0798-44-3150

【PR】大人数から、ご家族の集いまで、ご予算に応じて、ご
予約、忘年会承り中です！

おばんざい籠仕立て
＋

お造り3種盛り合わせ
＋

お好きなワンドリンク
ビール、サワー、ハイボール、
焼酎、日本酒、ソフトドリンク

【マルシェ営業時間】
10：30 ～ 18：00

【定休日】火曜日

御菓子司 昇月堂56
西宮市甲子園口2-4-33

℡0798-67-2040

【PR】当店は、地元、甲子園にちなんだ郷土菓子やフルー
ツ大福など幅広くご用意しております。

＜500円＞
　3種類の大福餅セット

1ドリンク
＋

スナックのママの気まぐれ

おうち居酒屋 集（しゅう）17
西宮市甲子園口北町1-22 ラックス二番館107

℡0798-65-5235

【PR】家庭的な雰囲気で女性１人でも入りやすいお店です。

・生ビールorハイボールor焼酎１杯
・選べる一品

JAZZ BAR CARAVAN18
西宮市甲子園口北町1-22 ラックス二番館101

℡0798-62-3332

【PR】普段あまり耳にする事のない生のジャズ演奏をこ
の機会に！

JAZZ Liveと
お好きなドリンク1杯

【バル営業時間】
15：00 ～ 18：00
（売り切れ次第終了）
【定休日】水曜日・土曜日・祝日

【バル営業時間】
19：00 ～ 23：00

【定休日】日曜日・祝日

Live Bar ダートマスクラブ16
西宮市甲子園口北町1-22 ラックス二番館B1F

℡0798-66-4911

【PR】ジャンルを問わず、生演奏、生オケと何でもできる、
気楽な空間です。楽器持ち込みもOKです !!

指定ドリンク１杯
　　＋おつまみ
　　＋オールジャンル生演奏
　　＋生演奏カラオケ歌い放題！
店内の楽器も触り放題 !!

【バル営業時間】
19：00 ～ 23：00

【定休日】月曜日

（　　　　　　　　　　　 ）

【バル営業時間】
11：30 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】無し

てんてこ本店53
西宮市甲子園口3-9-16

℡0798-66-0894

【PR】ここでしか食べられない味 !!てんてこ流元祖ぶた
玉。是非お試しください。

ぶた玉
通常価格864円
→バル価格500円

【バル営業時間】
10：00 ～
（売り切れ次第終了）
【定休日】月曜日

味包79
西宮市甲子園口3-16-16

℡0798-67-1558

＜１＞店内限定1000円
　①自家製ワンタン麺セット（自家製ザーサイ、紹興酒or烏龍茶）
　②麻婆炒飯セット（自家製ザーサイ、紹興酒or烏龍茶）
＜２＞お持ち帰り限定
　 特売メニューの詳細は画像をご参照下さい。

（　　　　　　　　　）

(                                      )

ヘパリーゼドリンク
2本で500円

（　　　　　　　　　　　　　　 ）

｛

（                                          ）
（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

（　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（                              ）

【バル営業時間】
11：00 ～ 20：00
【定休日】火曜日

猫の「ひなたぼっこ」115
西宮市甲子園口2-7-3

℡0798-67-0699

【PR】人気の猫カフェ、猫専門サロン。キャットホテル・
仔猫販売と、猫の専門店として展開中。

●30分500円
　（通常１時間1,200円）
●バル限定にて、未就学児も入場OK。
     ただし幼児１名に１名以上の
     保護者が同伴の事（                                      ）

　甲子園口は、いまだに昔ながらの商店街が残っていて、個性あふれる飲食
店と物販店・サービス店が共存して軒を並べている街です。知っていたけど
敷居が高くて行けなかったお店や、いつも通る道なの
に気付かなかったお店など…そんなお店がこの日の為
の自慢の逸品をご用意して皆様をお待ちしておりま
す。今回は116店が参加します！是非この機会に甲子
園口の全てを満喫してください！

★公式マップ配布店★
甲子園口バル＆マルシェに関するお問合せもこちらへ★
Bar山谷
℡ 0798－64－2800
（19：00～ 21：00／不定休）
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ようこそ！甲子園口バル＆マルシェへ！

第 ９ 回

マルシェ

バル
＆


