掲載順
豊後竹田駅方面から
▼
▼

城下町パスポート
協賛店サービス一覧

04 竹田キリシタン資料館

08

おし花
工房

いちりん草

Kanaʼs Kitchen

12 at RecaD

16 和小物の店 「竹屋」

20 萱島酒類 「福寿屋」

24 紺屋そめかひ

28 姫野一郎商店

01
▼

▼

▼

チケットご購入者さま限定で
本紙に掲載の店舗にて受けられる

present

嬉しいサービスです。
町歩きとあわせてご活用ください。
▼マップ番号
........

▼

00

31

50yen off

present

present

Services

来館者へ記念グッズをプレゼント

押し花ハガキ作り体験
通常 500円 → 450円（税込）

お食事の方にドリンクサービス

1,000円(税込）以上お買い上げの
方に、和小物１つプレゼント

蔵見学
〜要予約＆問合せ ※人数制限有り

1,000円(税抜）以上お買い上げの
方にオリジナルポストカード進呈

・9：30 - 17：00
・月
・0974-63-3383
・竹田町581

・10：00 - 16：00
・火（不定休）
・0974-62-2572
・竹田町592

・11：30 - 14：00
※ 夜は金、土 のみ18：30 - 22：00
・月、火
・0974-62-2636
・竹田町498

・10：00 - 17：00
・不定休
・0974-63-2566
・竹田町386

・9：00 - 17：00
・日
・0974-63-3816
・竹田町398

・10：00 - 17：30
・水（不定休）
・0974-62-4188
・竹田町21

05 竹田丸福 古町店

09 古布・古民芸「一楽」

13 ヤノメガネ 竹田店

17 KRONE CAFE

21 さふらんごはん

25 角仲島屋 羅夢歩

店名
01 御宿・割烹 「一竹」

present

＊なくなり次第終了

クラッシックビアホール

5% off
1,000円(税抜）以上お買い上げの
方、5％ OFF
・9：00 - 17：00
・水
・0974-63-2385
・竹田町239

29 ひょうたん

店舗外観写真

サービスカテゴリー

present

サービス内容の詳細
・営業時間
・定休日
・電話番号
・住所

present

200yen off

present

50yen off

present

present

present

お食事・ご宿泊の方にウェルカムド
リンク（竹田名水 or カボスジュース）

お食事の方に
ソフトドリンク１杯サービス

手作り小花ポーチ 200円 OFF

5000円(税抜）以上お買い上げの
方に、メガネクロスをプレゼント

ドリンク50円 OFF

コーヒー（単品）注文の方に
ミニデザートサービス

お食事の方に
アイスクリームサービス

昼食のお客様のみ、お一人様
ソフトドリンク１杯サービス

・ランチ11：00 - 14：00
・夜 17：00 - 20：00 (要予約)
・無休
・0974-63-2138
・会々2266-4

・10：30 - 21：00（LO 20：30）
・不定休
・0974-63-3457
・竹田町550-6

・11：00 - 17：00
・不定休
・090-3734-4185
・下本町511

・10：00 - 19：00
・元旦、日（第１,３）
・0974-62-2624
・竹田町520

・10：00 - 23：00
(月のみ 17：00 - 23：00)
・木
・0974-63-2370
・竹田町458-2

・11：00 - 16：00 ＊売切次第終了
・木
・0974-62-2326
・竹田2105

・17：00 - 22：00（LO 21：00）
・日
・0974-63-0008
・竹田町80

・11：30 - 13：30
17：00 - 22：00
・不定休
・0974-63-2649
・竹田町260

02 竹田温泉 「花水月」

06 川口自由堂

10

14 友修

18 西出開花堂

22 但馬屋老舗

26 ROMAN HOLIDAY

present

present

アートスペースカフェ

「大蔵 清水湯」

カクテルバー

30 トラベルイン
吉富 「庄屋」

サービスカテゴリー

お買い物時の特典
ドリンクやデザートのサービス
記念グッズプレゼント
体験サービス

present

５％ off

present

present

present

present

売店でお買い上げの方に
粗品プレゼント（先着100名様）

銘菓「三笠野」「荒城の月」
お買い上げの方、５％ OFF

食後にコーヒー or お抹茶サービス

お食事の方に
一口ミニソフトクリームサービス

1,000円(税込）以上お買い上げの
方にお好きな焼菓子1個プレゼント

お買い上げの方に
三笠野 or 荒城の月１個プレゼント

チャージ料無料

お食事の方にワンドリンク
（生ビール可）サービス

・11：00 - 21：30 (受付)
・木
・0974-64-1126
・会々2250

・8：00 - 17：00
・不定休
・0974-63-3258
・竹田町545

・11：30 - 16：00
・不定休
・0974-63-3321
・竹田町507

・11：30 - 14：00（LO 13：45）
17：00 - 21：30（LO 21：00）
・不定休
・0974-63-2254
・竹田町284

・9：30 - 19：00（ 祝 17時まで）
・日
・0974-63-2355
・竹田町456

・9：00 - 18：00
・茶房のみ 火
・0974-63-1811
・竹田町40

・19：30 - 24：00
・日（月が祝日の場合は営業）
・0974-63-0557
・竹田町68

・17：00 - 21：30
・土、日（不定休）
・0974-62-3185
・竹田町134

07 居酒屋 Kips

11 御客屋敷 「月鐘楼」

15 手打ち蕎麦「心笑庵」

19 あわや

23 Cafe La Pause

27 paisano

31 ホテル つちや

03

たけた駅前
ホステル 「 cue 」

旧岡藩

協賛店の営業時間、定休日、サービス内
容は変更になる場合がございます。
事前にご確認事項などありましたら、各
店舗へ直接お問合せをお願いいたします。

present
【 有効期間：チケット購入日〜翌日まで 】

2022 年 4 月版

present

present

present

present

10% off

5% off

present

ご宿泊の方に、cueオリジナル
ステッカー１枚プレゼント

お食事の方にドリンク
（アルコール可）１杯サービス

ランチ注文の方、食後にオリジナル
ブレンドコーヒーサービス

食後に、ミニそばの実フレークアイ
スサービス

1000円(税抜）以上お買い上げの
方に、粗品プレゼント

スイーツセット10％ OFF

オリジナル商品1,000円（税込）以
上お買い上げの方、5% OFF

ご宿泊の方、ランチご利用の方に
お一人様コーヒー１杯サービス

・check in 16：00 - 21：30
check out 10：00まで
・無休
・0974-63-0179
・竹田町560-1

・17：30 - 23：00
・不定休
・0974-63-0078
・竹田町590-2

・11：00 - 17：00
・月、火
・0974-63-1008
・竹田町486-1

・11：30 - 15：00
・火（不定休）
・0974-63-0118
・竹田町291

・9：00 - 18：00
・日（第２,４,５）
・0974-63-2002
・竹田町389-1

・11：00 - 16：30（LO 16：00）
・火、水（祝日を除く）
・0974-70-4821
・竹田町34-4

・13：00 - 18：00
・火、水
・0974-63-0323
・竹田町234

・11：30 - 14：00（レストラン）
・不定休
・0974-63-3322
・竹田1998

