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SHINGU

龍野・新宮エリア

TATSUNO

1 SUSHI＆VEGETABLE 心
2 インド・ネパール料理 ポニーズ カフェ
3 森口製粉製麺
4 革の森
5 CAFÉ COTTAGE
6 御菓子司 櫻屋
7 焼き菓子屋 夢工房
8 鉄板焼き・一品 悠
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姫路市の隣に位置するたつの市。城下町の面影を今に残し、
小道には白壁、土蔵や武家屋敷の風情を楽しめることから
「播磨の小京都」と呼ばれています。
　また、全国的に名を馳せる「揖保乃糸」や江戸時代に誕生し
た「龍野薄口醤油」は、いずれも龍野の名産品でその伝統技法
は現在にも受け継がれています。

たつの市

　兵庫県南西部の城下町たつの市の北部に位置し、清流揖保
川が流れる自然豊かなまちです。新宮宮内遺跡をはじめ多く
の文化遺産があり、大型放射光施設「SPring－８」がある播磨
科学公園都市の玄関口となっています。

新宮町

4

5
6 78

1 SUSHI＆VEGETABLE 心

たつの市龍野町川原町 151-1-101

080-2255-0276
https://kokoro-556.com/

特選にぎり寿司セット
たつの市産の「赤とんぼ米」に酒粕
を長期熟成し発酵させた「赤酢」を
合わせたこだわりのシャリ！！
厳選した旬のネタをご堪能ください。

龍野支店

2インド・ネパール料理
ポニーズ カフェ

①ランチＡセット
通常価格 1,100 円→
特典価格 1,000 円（税込）

②テイクアウト商品
10％OFF

　インド料理の味をみんな
で楽しんでください。

特典

たつの市誉田町広山 202-3

0791-63-5233

ランチＡセット

龍野支店

5 CAFÉ COTTAGE

たつの市新宮町平野 292

0791-75-2333

広島風お好み焼き
西播磨山城巡りのあとなどに
は、オーナーお薦めの地元食材
とオリジナルソースの絶妙な
ハーモニーが味わえる「広島風
お好み焼き」などバラエティー
満載の品をご賞味ください。

新宮支店

7焼き菓子屋 夢工房

たつの市新宮町新宮 1044-1

0791-75-4506
https://gs-yumekoubou.com/

夢かすてら
ひとくちサイズのフワフワかすてらに、
チーズ風味のバターをサンドしています。
たった３分でかすてら生地を焼き上げる
ため、中はしっとりふわふわです。
可愛い店内にはケーキのほか、焼き菓子
も充実しています。

是非、ご賞味ください。

新宮支店

8鉄板焼・一品 悠

たつの市新宮町新宮 605-4

0791-75-5400

ホルモンうどん
地元のホルモンと野菜をたっぷりと使っ
たピリ辛の絶品ホルモンうどんです。
ホルモンうどんをはじめ、日替り弁当・
オードブル・店内メニューなどもテイク
アウトできます。
この機会に是非ご賞味ください。

新宮支店

6御菓子司 櫻屋

たつの市新宮町新宮 594

0791-75-0133
https://sakuraya1850.shopinfo.jp/

餅どら！
ふっくら焼き上げたどら焼きに、
大きなお餅が存在感たっぷり！
北海道小豆を炊き上げた自慢の
つぶ餡との相性ピッタリです。

新宮支店

3森口製粉製麺

2,000 円以上のお買い物で５％引き特典

たつの市神岡町横内 173

090-9986-0507
https://moriguchi-seifunseimen.com/

乾麺各種

龍野支店

4革の森

1,100 円以上お買い上げのお客さま限定【革の
森オリジナルキーホルダー】プレゼント！！特典

たつの市龍野町宮脇 61

0791-78-9528
https://kawanomori.com/

コインケース作り

龍野支店

店舗
販売
直売所
販　売

店舗
販売
店頭
販売

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売
店内
飲食

乾麺処、播州たつのから心を込めて
作った乾麺をお届けします。人気№
１のカレー麺をはじめご自宅用に
も、プチギフトなどにもおススメの

乾麺を多数ご用意
しています。

コインケース作り　3,300 円
（1 時間半）
こちらの体験では、豊富な種
類の中からお好みの皮を選ん
であなただけのコインケース
をお作りいただけます。講師
がサポートしますので、初心
者の方もご安心ください。

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売

店舗
販売
店内
飲食

営業時間▶火・金曜　10:00 ～ 15:00 営業時間▶11:00 ～ 18:00

店舗
販売

スープ（みそ汁）、デザート付特典
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