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Bistro＆Cucina Champi
（ビストロ＆クッチーナ シャンピ）

・大入島オイスター（１P）
・竹田産ジビエのパテ
・奥豊後豚のトマト煮込み
・千羽鶴の酒粕パンナコッタ
地元の食材を用いて竹田らしい料理を
提供しています。

・デザートプレート
・3種盛りプレート
・トルティーヤプレート

お好きなドリンク 1 つと　３種類のプレートの
中から１つ選んで　お楽しみ下さい。

・山宿の焼鳥３種盛り
・山宿のキャンプ飯
当日は，庄屋前で、焼マシュマロ無
料プレゼントしてます。焚き火にあ
たって、たくさんお店を周って一緒
に竹田を楽しみましょう！

角仲島屋  羅夢歩 民芸茶屋  庄屋

晩酌セット　（刺身＋生ビール）
バルメニュー以外にも沢山のメニュー
がありますので、お気軽にお立ち寄り
ください。
仕入れの関係で内容が変わる場合がご
ざいます。

特製カレーとサラダ

竹田産野菜をたくさん使った、サラダ
と１ドリンクセットの清水湯特製のカ
レーです

本場豚丼

ドンブリからはみ出してしまうほど、北海
道産豚肉をふんだんに使った味わい深い豚
丼！美味しいです！ぜひご賞味あれ！！

大蔵・清水湯 ｋｉｐｓ 丸福  古町店

揚げ出しからあげ

丸福の人気商品、骨無しからあげを秘
伝のだしとともに揚げ出し風に仕上げ
た一品。お酒との相性もバツグン！

・焼き鳥と晩酌セット
・レタス巻
常連は元々お寿司屋さんでした。懐か
しい常連のシャリの味楽しみに。
焼き鳥も 1 本 1 本愛情込めて刺して
ます。是非食べてみて下さい。

牛すじのデミ味噌煮込み
　　　　（おおいた和牛）

熱々とろとろの牛スジをご堪能くだ
さい！

常  連 陽はまたのぼる 竹田本店 竹田タン処かとう

大分和牛ステーキ
今回特別メニューとして大分和牛ス
テーキを準備。肩ロースの 1 番厚み、
霜降り部分をブロックカット。シンプ
ルに塩、山葵醤油でお召し上がり下さ
い。

しみしみ味噌おでん

手作り味噌をブレンドした自信作です♥
あったまりますよ♪

AO（碧）に合うおつまみ三種盛り

今回は､日本を代表する酒造メーカーサント
リー株式会社のプレミアム・ブレンデッド
ウィスキー 'AO（碧）'と 'AO（碧）'に合うおつ
まみ三種盛りをご用意しております。

CASUAL BAR　Ban Ban

・・・and bar Branch

night lounge はな家

バニラアイス&ホットウイスキー

箸休めに食べられるバニラアイスはチョコ
or イチゴのソースを選べます。
アイスにも合う、AO（碧）のホットウイス
キーでおくつろぎください。

各種カクテル・スピリッツ等
おつまみ付き

お酒をゆっくり楽しむ大人のためのお
店です。ご来店のお客様に限り　各種
カクテル・スピリッツ等、おつまみ付
きで！

ホルモン味噌ラーメン

冬こそ食べたいホルモン味噌ラーメ
ン！！
ランチタイムでやってます

Authentic　BAR

ROMANHOLIDAY

KRONE CAFE ダイニングバー ８８スタイル

８８とんこつラーメン
豚の骨からダシとって作ってます！
そこそこの味なとんこつラーメンな
んでぜひお立ち寄りください！
ドリンクはお好きなドリンクを 1 杯
お選びください！

ひょうたん

無くなり次第終了

第７回 竹田食楽バル 特設ＨＰ

第７回 竹田食楽バル

（当日お楽しみ）

（LO　　　）

（LO　　　）

・ハートの出汁入り甘卵焼き
・ミニりゅうきゅう
・シメアジバッテラ2貫
・魚のぶつ切りアラ煮
・白子とさつまいもの天ぷら
その日の朝に大分市場で買い付けをした新鮮
な魚を使ったえんらしいメニューとなってお
ります。ぷりぷりの白子の天ぷらもご用意し
てお待ちしております。是非ご来店下さい。

和 創 作　え ん
LO

（限定２０食）

店舗を持たないたこ焼き屋
K-TAKO

明石風とたこ焼き（3個）
　　　お好きなソースで !!!
あたたか～いダシで食べるたこ焼き明
石風と、アッツアツのたこ焼きを、星
空の下で !! 大阪を感じて下さ～い !!
種類少ないですが、飲みたいドリンク
1杯どうぞ～！！

バルチケット半券をご持参のお客様は、宿泊一室
1,000 円引きでご宿泊いただけます。
※直接電話予約のみ適用です。

ホテル  つちや 竹田市竹田
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(当日券￥2
,800)

第７回第７回
見本

・長湯温泉水でマリネした
    スペアリブの肉厚グリル
・大分和牛牛すじを使ったラザニア
・燻製ポテサラと自家製ハム
・竹田野菜のピクルス
お酒大好き！な店主が、お酒に合わせて楽
しんでもらいたいメニューを揃えました！
みんなで楽しい夜にしましょう！

Kana’s kitchen 
　　　 at RecaD

（限定3０食）

（カナズキッチン アット リカド）

スナック jolie&はた

お好きなドリンク1杯と
　厳選 生チョコバナナサンド
　　　　　　　　　　1/2カット
ドリンク（ビール除く）とデザートをご用意
して、お待ちしております。

店内禁煙ですが、出入口すぐに灰皿をご用意
しておりますのでご利用ください。



待望の第７回
竹田＂食楽＂バル !
竹田＂食楽＂バルとは、3枚綴りのチケットを購入し、
好きなお店の特別メニュー +１ドリンクをはしごで
きるイベントです。慣れ親しんだお店も、初めての
お店にも気軽に立ち寄れるメリットがあります。
新型コロナの影響で中止が続いていましたが、３年
ぶりの開催に踏み切りました。１日限りの特別な竹
田の夜を堪能してください！

参加店舗一覧（全 17店舗）

※バル指定メニュー以外の飲食については、別途お支払いが必要です。
※余ったチケットについては『お土産バル』としてチケット１枚につき１商品と
　引き換え可能ですので、ぜひご利用下さい。
※紛失、期間終了後のご返金等につきましてはご対応致しかねます。
※商品券での購入はできません。

① KRONE CAFE　  ② ダイニングバー 88スタイル　  ③ Bistro & Champi（ビストロ＆クッチーナ シャンピ） 
④ 角仲島屋 羅夢歩　⑤ 民芸茶屋 庄屋　⑥ ひょうたん　⑦ 大蔵・清水湯　⑧ K i p s　⑨ 丸福古町店　⑩ 常　連
⑪ 陽はまたのぼる　 ⑫ タン処かとう　 ⑬ CASUAL BAR Ban Ban　⑭ Authentic BAR ROMANHOLIDAY   
⑮ night lounge はな家　⑯ ・・・and bar Branch　⑰ ホテルつちや　⑱ 和創作えん　⑲ Ｋ-ＴAKO　
⑳Kana’s kitchen　　  スナック jolie& はた
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第７回 竹田食楽バル 特設ＨＰ

第７回 竹田食楽バル

▼ ホームページ上でチラシが見れます
由学館

竹田町交流プラザ

本　部

16：00 ～ 21：00 あ
わ
や
さ
ん

大分銀行

豊和銀行
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