
龍野橋

旭日橋

C会場：たつの市立
龍野歴史文化資料館
山口敏郎

B会場：うすくち
龍野醤油資料館別館
佐藤文香/犬丸暁/今村遼佑

B会場

C会場

旧銀行洋館

如来寺

図書館

龍野小

裁判所

中央
公民館

体育館

保育所

幼稚園

東丸
かるちゃー
るーむ

聚遠亭

龍野城

姫
新
線

JR本竜野駅
兵庫県
たつの庁舎

兵庫県たつの庁舎
駐車場
※土・日・祝のみ
駐車場として利用可

発時刻

10:16

10 :46

11 :16

11 :46

12 :16

12 :46

13 :16

13 :46

発時刻

14:16

14 :46

15 :16

15 :46

16 :16

16 :46

17 :46

18 :16

18 :46

姫路行
（本竜野発時刻）

17:16

発時刻

  9 :09

  9 :45

10 :24

10 :54

11 :24

11 :54

12 :24

12 :54

13 :24

発時刻

13:54

14 :24

14 :54

15 :24

15 :54

16 :24

本竜野方面行
（姫路発時刻）

紅葉谷

アポロスタヂオ
松谷武判　アートドキュメンタリー映像
「MATSUTANI」上映
11月17日 (土）、18日 (日）、23日（金・祝）、
24日 (土）、25日 (日） 10：30～/11：30～　
※23日のみ17：00～ 追加※要パスポート
協力：RaRa Project（ 藤原次郎＋奥村恵美子）

ガレリア アーツ＆ティー
龍野アートプロジェ
クトオリジナル
ポストカードの
原画が見れます。

地図記号

アポロ
スタヂオ

レンタサイクル

B会場　C会場にて松谷武判詩画集を展示

スタンプのある
飲食店

醤油・味噌
販売店

和菓子
みやげ店

・・・トイレ

・・・駐車場

・・・バス亭

・・・お寺

・・・神社

・・・スタンプ
　設置場所
・・・野外作品
・・・パスポート

販売所

ル・アーヴル/ルーアンデザイン美術学校学生
ジェレミー アンドレ/マリー ヴァルト
犬丸 暁

A会場：うすくち龍野醤油資料館
周辺の醤油蔵

松谷武判/ 郎 /今村遼佑/角田広輔山口敏

JR姫新線時刻表

スタンプラリーマップ
ビンゴ形式でスタンプを集めていただきます。各地点に設置のスタンプを
押印して縦・横・斜めのラインが一本それえば記念品を、すべて
あつめると特別記念品を差し上げます。
記念品受渡し場所：C会場 たつの市立龍野歴史文化資料館

A会場

※都合により内容が実際と異なる場合があります。　　



ね   末廣醤油

     0791-62 -0005
     23日・24日・25日
     8 :30 -17 :00
醤油、もろみ、醤油麹

な   カネヰ醤油

     0791-62 -0021
     23日・24日・25日
    9 :00 -17 :00
うまみ醤油、菜もろみ

ら   菊屋商店

     0791-63 -0025
     不定休
    10 :00 -16 :00
甘酒、もろみ
龍野の里 ( 醤油 ) など

む   井戸糀製造所

     0791-62 -0205
     不定休
    10 :00 -18 :00
甘酒、味噌、糀、塩こうじ

う  うすくち龍野醤油資料館

     0791-63 -4573
     月
    9 :00 -17 :00
甘酒、もろみ
醤油など

ゐ   和菓子司 晴風

     0791-63 -0555
     無休
     8 :00 -17 :00
醤油饅頭、片シボ竹最中

の   御菓子司 吾妻堂

     0791-63 -0140
     日
     9 :00 -18 :00
煉羊羹、醤油饅頭
季節の和菓子

お   觜崎屋本店

     0791-62 -0459
     無休
     9 :00 -18 :00
煉羊羹、醤油饅頭
季節の生菓子

や   古民芸 たつの

     090 -3726-4058
     火・水定休
     10 :00 -16 :00
日本各地の古民窯品
時代家具、小鹿田焼など

ま   あがべあーと

     0791-63 -5980
     月
     11 :00 -17 :00
やきものと和服

く   大三萬年堂

     0791-62 -0120
     無休
     8 :30 -18 :30
煉羊羹、鮎もなか、樽もなか
おとのさま

 ～ 
和菓子・みやげ
醤油・味噌

ね   末廣醤油

     0791-62 -0005
     23日・24日・25日
     8 :30 -17 :00
醤油、もろみ、醤油麹

な   カネヰ醤油

     0791-62 -0021
     23日・24日・25日
    9 :00 -17 :00
うまみ醤油、菜もろみ

ら   菊屋商店

     0791-63 -0025
     不定休
    10 :00 -16 :00
甘酒、もろみ
龍野の里 ( 醤油 ) など

む   井戸糀製造所

     0791-62 -0205
     不定休
    10 :00 -18 :00
甘酒、味噌、糀、塩こうじ

う  うすくち龍野醤油資料館

     0791-63 -4573
     月
    9 :00 -17 :00
甘酒、もろみ
醤油など

ゐ   和菓子司 晴風

     0791-63 -0555
     無休
     8 :00 -17 :00
醤油饅頭、片シボ竹最中

の   吾妻堂

     0791-63 -0140
     会期中無休
     9 :00 -18 :00
煉羊羹、醤油饅頭、季節の和菓子
期間限定「蔵」特別販売

お   觜崎屋本店

     0791-62 -0459
     無休
     9 :00 -18 :00
煉羊羹、醤油饅頭
季節の生菓子

や   古民芸 たつの

     090 -3726-4058
     火・水定休
     10 :00 -16 :00
日本各地の古民窯品
時代家具、小鹿田焼など

ま   あがべあーと

     0791-63 -5980
     月
     11 :00 -17 :00
やきものと和服

く   大三萬年堂

     0791-62 -0120
     無休
     8 :30 -18 :00
煉羊羹、鮎もなか、樽もなか
おとのさま

醤油・味噌販売店

和菓子みやげ店

い  　よこた本店

     0791-62 -0038
     水
     11 :00 -14 :00
※17:30 以降要予約
名代あなご寿し 740 円

ろ   エデンの東

     0791-63 -1273
     会期中無休
     8 :00 -20 :00
日替わり弁当 650 円

は  　井原のママキッチン

     090 -5042-5164
     不定休
     10 :00 -16 :00
手作り惣菜
日替わり弁当

に　コミュニティカフェ 扉

     0791-63 -0766
     不定休
     9 :00 -17 :00
ケーキセット 500 円

ほ　Cafe  三九番地

     0791-72 -9139
     火
     9 :00 -20 :00
モーニング 380 円（～13 :00まで）
焼飯

へ　珈琲 紫園

     0791-62 -0122
     無休
     9 :00 -15 :00
モーニング（～11 :00まで）
コーヒー代＋50 円

と  　喫茶 すゞむら

     0791-62 -1376
     11 月無休
     8 :30-11 :00
にゅうめん 400 円

ち　Cafe にゃーご

     090 -9987-6996
     無休
     9 :00 -17 :30
ランチ（11:30 ～ 14:30）850 円～
 ※日月ランチなし

り 龍野観光売店 さくら路

     0791-63 -9456
     月
     10 :00 -16 :00
さくら路にゅうめん 450 円
天下一にゅうめん 500 円

ぬ　山菜料理 すくね茶屋

     0791-63 -0331
     会期中無休
     11 :00 -20 :00
※19:00 以降要予約
とろろご飯 1100 円
三神定食 1300 円

る   国民宿舎 赤とんぼ荘

     0791-62 -1266
     月
     11 :30 -14 :30
中華ランチ 1000 円
にゅう麺御膳 1000 円他

を   片しぼ竹の宿 梅玉

     0791-62 -3985
     無休
     11 :30 -14 :30
にゅうめん御膳 1470 円他

わ   龍野藝術工房 伊勢屋

     0791-63 -5001
     月・火 ※祝は営業
     10 :00 -18 :00
男前コーヒー 200 円

か   たこやき たこちゃん

     0791-62 -0911
     11 月無休
     10 :30 -18 :00
たこ焼き 250 円 (10 個入り）
にくてん 600 円

よ   カフェギャラリー 結

     0791-63 -2183
     火・水・木
     10 :00-17 :00
自家製はちみつを使った
ドリンク

た   割烹　小浜

     0791-62 -3447
     会期中無休
     11 :30 -13 :30
※夜 19:00 ～
日替わり昼定食 840 円～

れ   お好み焼 大ちゃん

     0791-62 -4440
     25 日 ※営業の場合あり
     11 :30 -14 :00
※夜 17:00-22:00

大ちゃんスペシャル 850 円
ホルモンうどん 450 円など

そ   日山ごはん

     0791-63 -2187
     不定休
     11 :30 -14 :00
ランチ 500 円～
※LO 13:30

つ   ガレリア アーツ&ティー

     0791-63 -3555
     水
     11 :00 -18 :00
ランチ 1000 円（コーヒー付）
自家製ケーキ
( ドリンク・ランチ＋300 円）

 ～ 

飲食

い  　よこた本店

     0791-62 -0038
     水
     11 :00 -14 :00
※17:30 以降要予約
名代あなご寿し 740 円

ろ   エデンの東

     0791-63 -1273
        
     8 :00 -20 :00
日替わり弁当 650 円

は  　井原のママキッチン

     090 -5042-5164
     不定休
     10 :00 -16 :00
手作り惣菜
日替わり弁当

に　コミュニティカフェ 扉

     0791-63 -0766
     不定休
     9 :00 -17 :00
ケーキセット 500 円

ほ　Cafe  三九番地

     0791-72 -9139
     火
     9 :00 -20 :00
期間中　特別メニュー
モーニングなし

へ　珈琲 紫園

     0791-62 -0122
     無休
     9 :00 -15 :00
モーニング（～11 :00まで）
コーヒー代＋50 円

と  　喫茶 すゞむら

     0791-62 -1376
     会期中無休
     8 :30-17 :00
にゅうめん 400 円

ち　Cafe にゃーご

     090 -9987-6996
     無休
     9 :00 -17 :30
ランチ（11:30 ～ 14:30）850 円～
 ※日月ランチなし

り 龍野観光売店 さくら路

     0791-63 -9456
     月
     10 :00 -16 :00
さくら路にゅうめん 450 円
天下一にゅうめん 500 円

ぬ　山菜料理 すくね茶屋

     0791-63 -0331
     会期中無休
     11 :00 -20 :00
※19:00 以降要予約
とろろご飯 1100 円
三神定食 1300 円

る   国民宿舎 赤とんぼ荘

     0791-62 -1266
     月
     11 :30 -14 :30
中華ランチ 1000 円
にゅう麺御膳 1000 円他

を   片しぼ竹の宿 梅玉

     0791-62 -3985
     無休
     11 :30 -14 :30
にゅうめん御膳 1470 円他

わ   龍野藝術工房 伊勢屋

     0791-63 -5001
     月・火 ※祝は営業
     10 :00 -18 :00
男前コーヒー 200 円

か   たこやき たこちゃん

     0791-62 -0911
     月
     10 :30 -18 :00
たこ焼き 250 円 (10 個入り）
にくてん 600 円

よ   カフェギャラリー 結

     0791-63 -2183
     火・水・木
     10 :00-17 :00
自家製はちみつを使った
ドリンク

た   割烹　小浜

     0791-62 -3447
     

     11 :30 -13 :30
※夜 17:00 ～
日替わり昼定食 840 円～

れ   お好み焼 大ちゃん

     0791-62 -4440
     25 日 ※営業の場合あり
     11 :30 -14 :00
※夜 17:00-22:00 土曜 11:30-22:00

大ちゃんスペシャル 850 円
ホルモンうどん 450 円など

そ   日山ごはん

     0791-63 -2187
     不定休
     11 :30 -14 :00
ランチ 500 円～
※LO 13:30

つ   ガレリア アーツ&ティー

     0791-63 -3555
     水
     11 :00 -18 :00
ランチ 1000 円（コーヒー付）
自家製ケーキ＋300 円

 ～ 

飲食

飲食

和菓子
みやげ

ビンゴ形式でスタンプを集めていただきます。各地点に設置のスタンプを押印
して縦・横・斜めのラインが一本それえば記念品を、すべてあつめる
と特別記念品を差し上げます。
記念品受渡し場所：たつの市立龍野歴史文化資料館

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　大人    小人  

FREE

※醤油・味噌・飲食店・和菓子の欄は、欄内の対象店舗で購入された方のみの
スタンプ押印です。対象店舗以外で購入された方はスタンプを押印できません。

パスポート販売所・・・

協力店舗（スタンプはありません）関西食品　武内務税理士事務所　船引商店　山吹

龍野アートプロジェクト2012 スタンプラリーパスポート特典

有効期間：11月16日（金）
～11月25日（日）

ビンゴ形式でスタンプを集めていただきます。各地点に設置のスタンプを押印して
縦・横・斜めのラインが一本それえば記念品を、すべてあつめると特別記念品を差
し上げます。

数字のマスは作品の近
くにあるスタンプを台
紙と同じ数字のところ
に押印してください。

印のマスは醤油・味噌・
飲食店・和菓子の対象
店舗で購入された方の
みスタンプを押印しま
す。

記念品受渡し場所は
21のスタンプのある
たつの市立龍野歴史
文化資料館です。

とき

龍野アートプロジェクト2012

2012年11月16日(金)－25日(日)
開館時間10：00～16：00　19日(月)休館
入場料 一般 300円/小～大学生 150円
会場－うすくち龍野醤油資料館・周辺の醤油蔵・別館

たつの市立龍野歴史文化資料館
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