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2021年 10月1日 ～ 11月30日期 間

黒田庄和牛と、播州百日どりの
食べ比べ！

うし と とり のスタンプを１つずつ集めて応募しよう!
期間中、チラシに掲載している対象メニューを注文された方にスタンプを１つ押印します。

播州百日どりのメニューを食べた方には
「とり」の欄にスタンプを押印

黒田庄和牛のメニューを食べた方には
「うし」の欄にスタンプを押印

鶏牛
合
戦
スタンプ
ラリー

西脇市黒田庄町で大切に育てられる血統書付きの但馬
牛「黒田庄和牛」。出荷牛のほとんどが神戸ビーフに認定
される優良産地として知られています。「サシ」と呼ばれる霜
の入りがきめ細かく、甘みがあって柔らかいのが特長。平
成27年には新名物「西脇ローストビーフ」も誕生しました。

●みのり農業協同組合 特産開発センター
●黒田庄和牛直売店（エーコープ桜丘店内）

エーコープ　●かみ店　●桜丘店　●滝野店 　　　
　　　　　 ●にしわき店　●八千代店黒田庄和牛のご購入は… 播州百日どりのご購入は…

８割以上が神戸ビーフに認定される極上肉

JAみのり／
北播磨特産鶏推進協議会
西脇市／多可町／
西脇商工会議所

※市外局番（0795）

黒田庄和牛

多可町の美味しい空気と水の中で約100日という時間を
かけて育てられた「播州百日どり」。繊細な肉質と豊かな
旨みが特長です。長期飼育でうま味成分が増加し、和でも
洋でも、どんな料理でも常に美味しい。昔ながらの「かしわ」
本来の味にこだわった、多可町が誇るブランド鶏です。

旨みがピークに達するまで、じっくり100日間。

播州百日どり

のぼり
が目印!

黒田庄和牛メニュー提供店

百日どりメニュー提供店

うし・とり両メニュー提供店

参加店MAP
1 おそうざい バル＆カフェ法利

TEL／20-4141　住所／多可町加美区大袋120-4
営業時間／7:30-15:00、予約のみ18:00-21:00　定休日／月・火曜日

2 田舎の洋食屋 古時計 TEL／35-0077　住所／多可町加美区寺内129
営業時間／8:00-18:00　定休日／水曜日

3 農家レストラン日時計 TEL／090-9863-4851　住所／西脇市黒田庄町門柳871-14
営業時間／9:00-15:00　定休日／月曜日

4 喫茶フォルクス TEL／28-5120　住所／西脇市黒田庄町喜多1518-1
営業時間／9:00-16:00　定休日／水曜日

5 ますのみ松屋 TEL／22-5458　住所／西脇市上野224
営業時間／11:30-13:30、17:00-21:30　定休日／火曜日

6 お多福 TEL／22-4282　住所／西脇市富田町100-4
営業時間／9:00-　定休日／木曜日

7 道の駅レストランたにし
TEL／24-3400　住所／西脇市寺内517‐1
営業時間／11:00-14:30 L.O.　定休日／火曜日

8 TAKAMI COFFEE TEL／23-2208　住所／西脇市下戸田１２８－１
営業時間／10:30-20:30　定休日／毎月最終火曜日

9 トラットリアオンベリーコ TEL／23-4399　住所／西脇市上戸田166-1
営業時間／11:00-14:00　定休日／月・火曜日

10 ハアイワンカフェRiriha
TEL／32-5508　住所／多可町中区天田50-1
営業時間／8:00-18:00　定休日／水曜日

11 エーデルささゆり TEL／37-1200　住所／多可町八千代区中野間363-13
営業時間／11:00-14:00（15:00）、17:00-19:30（21:00）　定休日／第3木曜日

12 けんしん亭 TEL／28-2557　住所／西脇市黒田庄町大門75-1
営業時間／11:30-22:00　定休日／不定休

13 そらとぶじゅうたん TEL／22-7201　住所／西脇市高田井町194-1
営業時間／11:00-15:00（LO14:30）、17:00-21:00（LO20:30）　定休日／水曜日

14 つぼ八 西脇店 TEL／24-7788　住所／西脇市和田町253
営業時間／日～木16:30-22:00、金・土16:30-23:00　定休日／月曜日

15 モモンスラン TEL／38-8785　住所／西脇市野村町582-1
営業時間／8:30-17:00(L.O.16:00)　定休日／月曜日（不定休あり）

16 西脇ロイヤルホテルレストラン 織乃里
TEL／23-2000　住所／西脇市西脇991
営業時間／11:30-14:00、17:30-21:00　定休日／無休

17 みのり農業協同組合特産開発センター
TEL／28-5155　住所／西脇市黒田庄町岡22-1
営業時間／9:00-17:30　定休日／年始

18 chattanaの森・カフェチャッタナ
TEL／32-4111　住所／多可町中区牧野817-41
営業時間／9:30-17:00（ランチタイム 11:30-14:00）　定休日／火・祝日は翌水曜日

19（有）成実 TEL／32-0575　住所／多可町中区奥中605-1
営業時間／11:00-14:00、17:00-21:00　定休日／月曜日

20 アヴォンリーハウス TEL／32-3838　住所／多可町中区茂利74
営業時間／8:00-18:00　定休日／水曜日

21 長楽 TEL／27-8488　住所／多可町中区中村町16-1
営業時間／11:00-14:00、17:00-21:00　定休日／水曜日

22 TREFLE（トレフル） TEL／30-0222　住所／多可町中区中村町119-2
営業時間／7:30-　定休日／日曜日

23 道の駅杉原紙の里・多可
TEL／36-1919　住所／多可町加美区鳥羽733-1
営業時間／9:00-16:00（日曜のみ 8:00～16:00）　定休日／水曜日

24 ラベンダーパーク多可「喫茶ラベンダー」
TEL／36-1616　住所／多可町加美区轟799-127
営業時間／9:00-16:30（ランチタイム 11:00-15:00）　定休日／水曜日

25 ラベンダーパーク多可「ごはん亭」
TEL／36-1616　住所／多可町加美区轟799-127
営業時間／10:00-17:00　定休日／水曜日

26 鳥富 TEL／35-1511　住所／多可町加美区豊部214-1
営業時間／12:00-14:00、17:00-22:00　定休日／火曜日

27 多可青雲の家レストランメイプル
TEL／35-1572　住所／多可町加美区豊部1840-53
営業時間／11:00-14:00　定休日／火・水曜日

28 Borage TEL／30-7557　住所／多可町加美区寺内289-6
営業時間／8:30-18:00　定休日／月・第3火曜日

29 みつばグループ TEL／20-1263　住所／多可町加美区寺内251
営業時間／　定休日／なし

30 炭火焼鳥よりみち TEL／37-2188　住所／多可町八千代区下野間904-1
営業時間／17:00-22:00、LO21:00　定休日／日曜日

31 そばんち 一力 TEL／37-2285　住所／多可町八千代区門田15
営業時間／11:00-14:30　定休日／火・水・木

32 はや鳥 TEL／23-6600　住所／西脇市西脇168
営業時間／17:30-22:00（L.O. 21:30）　定休日／月曜日

33 とり料理 えん TEL／38-7760　住所／西脇市和田町530
営業時間／17:30-23:30　定休日／日曜日

34 カーペンターズキッチン TEL／080-7710-5325　住所／西脇市黒田庄町岡397
営業時間／11:00-17:30(L.O. 17:00)　定休日／火曜日

35 ビュッフェキッチンタパン
TEL／20-7144　住所／西脇市野村町1796-82
営業時間／11:00-15:00、17:30-22:00　定休日／火曜日

20

1

3

4

5

18

24
25

26 27

19

31

1330

33

11

15

32

23

14

JAみのりの
特産品の
ご紹介

播州百日どり
情報局
Instagram

スタンプラリーに関する
お問い合わせ

多可町商工会
多可郡多可町中区茂利20
TEL：0795-32-2161
http://www.taka-cho.jp/

西脇市観光協会
西脇市下戸田128-1
TEL：0795-22-3111
https://www.nishiwaki-kanko.jp/

※新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、営業時間・定休日が変更になっている場合があります。
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専用はがきにそれぞれ１つずつ、計２つのスタンプ（店舗の重複不可）を集めて、
各店に設置している応募箱へ投函するか、切手を貼って郵送で応募してください。

※景品は選べません。　※当選発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。　※11月30日（消印有効）応募分までが対象です　※景品の写真はイメージです。

抽選で
50名様に

応募者の中から 黒田庄和牛・播州百日どりの商品をプレゼントします。
黒田庄和牛すき焼き肉 5,000円分／とり鍋セット／コロッケ詰め合わせ…等々景品一例

新型コロナウイルス感染対策と
ご来店に際してのお願い

ご来店の際は、手洗いやマスクのご着用、大人数・長時間の
ご利用を控えるなど感染防止策へのご協力をお願いします。
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22

21



ロースの部分を使用した味わい深い焼肉です。播州のあま
からタレが絶品！

1 おそうざい バル＆カフェ 法利

黒田庄和牛100%使用、淡路産の玉ねぎ使用、地元自慢
のブランド牛100％のおいしさ！

黒田庄和牛のハンバーグ／1,430円ほのり焼肉／1,650円

百日どりにハニーマスタードソースを絡めました（テイク
アウト可／1,080円）。

19 アヴォンリーハウス

百日どりチキンカツサンドランチ／1,480円

焼き鳥をはじめ百日どり尽くしのメニューをお楽しみください！

25 鳥富

焼き鳥いろいろ

播州百日どりを自家製酒粕米麹で麹漬けにして柔らかく香
ばしく焼いた焼き鳥重です。

20 長楽

百日どり麹漬焼き鶏重／1,980円（T.O 1,700円※）
衣はザックリ、甘酢で仕上げ旨味がジュワっと伝わります。
自家製タルタルソース使用！

21 TREFLE（トレフル）

チキン南蛮／1,200円

皮はパリッと中はジューシーで歯ごたえのある鉄板焼き。

22 道の駅 杉原紙の里・多可

車留満定食／1,300円

炭の香りと柔らかな食感が絶品です。

32 とり料理 えん

百日どりもも焼き／800円
肉厚の播州百日鶏と播州地卵を使用した創作丼です。

33 カーペンターズキッチン

播州百日鶏のローストチキン丼～ポーチドエッグのせ～
（ドリンク付き）／1,800円（テイクアウトはドリンクなし1,580円） 百日鶏を炭火で焼いてピザにのせてみました。百日鶏の味が

しっかりしておいしいですよ。

34 35 ビュッフェキッチンタパン

百日鶏炭火焼ピザ／1,880円

百日どりのスモークチキンに新鮮野菜と播州地卵をサンドしました！

27 Borage

百日どりのスモークチキンサンド／950円

香ばしく焼いた百日どりと、鶏の旨味たっぷりのつけ汁に、
冷たいお蕎麦をつけてお召し上がりください。

30 そばんち 一力

百日どり汁のつけ蕎麦／1,100円

おふくろの味のとりめし1缶、百日どりの肉がゴロゴロうれしいこっこ
めし1缶、ほっとひと息のとりつまみ2缶、うれしいおふくろの缶詰セット。

28 みつばグループ

缶詰セット「おふくろ缶かん」／2,800円

ボリューム満点！百日どりささみのカツサンド。

23

ラベンダーパーク多可「喫茶ラベンダー」

百日どりチキンカツホットサンド／770円（T.O 760円）

百日どりと、柚子酢と自家製タルタルの絶妙なハーモニーを
ぜひ！

（有）成実

百日どりなんばん定食／1,540円

7 道の駅レストラン たにし

2 田舎の洋食屋 古時計

大きめのもも肉とバラ肉を程
よく焼いた、黒田庄和牛を手
軽に楽しめるメニューです。

焼きしゃぶ定食／1,300円

ふわふわ食感が自慢の手作
りハンバーグ。地元野菜を
使った副菜もおススメです。

ハンバーグ定食／900円

黒田庄和牛の美味しさを感
じるボリュームのある牛丼。

黒田庄和牛ごちそう丼
／1,400円

黒田庄和牛のお肉を甘辛く
炊いて頂くつけ麺。

黒田庄和牛肉うどん
つけ麺／950円

8 TAKAMI COFFEE

自家製タレで香ばしく焼き上げた黒
田庄牛をたっぷり野菜と一緒に。

森のランチ（ドリンク付き）
／1,500円

スパイスたっぷりピリ辛で、
一口食べるとヤミツキ。

黒田庄牛のトマトスパイ
スカレー／1,000円

10 エーデルささゆり

栄養価が高くヘルシーなもも肉。
黒田庄和牛でおいしさもプラス♪

T.O…テイクアウト

T.O…テイクアウト　※デリバリーも同じ。

T.O…テイクアウト

＊価格は全て税込です。

黒田庄ビーフもも肉のス
テーキ／2,750円

百日どりの旨みと歯ごたえを
お楽しみください。ごはんに
合う特製山椒ソースで！

百日どりのソテー／1,650円
11

けんしん亭

焼き上げた黒田庄和牛に甘
辛ダレが絡んだすき焼き風
のお弁当です。

黒田庄和牛牛めし／1,000円

塩ダレで味付したこくのある
丼です。
※持ち帰り専用（要予約）

百日どりとりめし／500円
12 そらとぶじゅうたん

牛スジのとろける旨味・甘味を
充分に引き出したカレーです。

黒田庄牛の牛スジカレー
／870円（ライスは別料金）

百日どりの歯ごたえ、鶏脂の
旨味があるカレーです。

百日どりカレー
／800円（ライスは別料金）

9 ハワイアンカフェ Ririha

黒田庄和牛のパティとパイナップ
ルのコラボ。女性にも大人気。

黒田庄和牛のハワイアン
バーガー／990円（T.O 972円）

百日どりを自家製タルタルソー
スのチキン南蛮バーガーに。

百日どりのチキン南蛮バー
ガー／935円（T.O 918円）

14 モモンスラン

黒田庄和牛のコロッケ・ロースト
ビーフが味わえるお得なセット。

西脇ランチセット（ドリン
ク付き）／1,480円

百日どりに、自家栽培のハーブ
でさらに旨味をひきだしました。

百日どりの香草パン粉焼セット
（ドリンク付き）／1,400円

26 多可青雲の家 レストランメイプル

パリッと焼き上げられた皮とジュー
シーな鶏肉のうま味が絶品です。

百日どりの塩焼き定食／
950円

百日どりの旨味とトロトロ
の卵がご飯を包み込みうまさ
爆発です。

百日どりの親子丼／780円

31 はや鳥

うま味たっぷりのひと串、塩
orタレどちらもおいしいです

もも串／240円

百日どりのお肉をたっぷり
使った百日どり専門店なら
ではのひと品です。

トリかまめし／1,200円

29

炭火焼鳥よりみち

百日どりを備長炭で焼き上げ
たもも串は美味。

もも串／300円

百日どりのささみ、むね肉を
使ったヘルシーなオリジナル
から揚げ。

なげから／800円

13 つぼ八 西脇店

黒田庄牛の特徴を生かし、肉の旨み
と香ばしさ、3種の味を楽しめる逸品。

黒田庄牛炙り寿司三昧
／1,200円

一度食べたらやみつきにな
ると一番人気の商品です。

百日どりやみつきガー
リック焼き／980円

トラットリアオンベリーコ

15 16 西脇ロイヤルホテル レストラン織乃里

定番の人気メニュー。黒生和
牛の肉の味を一番楽しめます。

黒田庄和牛膳陶板焼き
／4,906円

黒生和牛と百日鶏を官兵衛の兜
に見立てタジン鍋で蒸し焼きに。

黒田庄和牛膳官兵衛鍋
／4,906円

17 みのり農業協同組合 特産開発センター

脂の甘みと赤身のコクを是非
ご賞味下さい。

黒田庄和牛肩ロース
すき焼き用／1,134円/g

旨みバツグン。自然解凍でき
お弁当のおかずにも最適です。

播州百日どりから揚げ
塩味／486円

24 ラベンダーパーク多可「ごはん亭」

特産品の播州地卵で鶏肉の
旨味ごとふわっと包んだ絶品
の親子丼です。

百日どり親子丼／780円

百日どりの唐揚げにピリ辛
ポン酢とネギマヨを和えた
ボリューム満点の丼です。

百日どりからマヨ丼／780円

黒田庄和牛１００ｇをあつあ
つの鉄板で。

黒田庄牛鉄板焼定食／
1,300円

黒田庄牛100ｇと、玉ねぎ
50ｇを炒めてオンザライス。

黒田庄牛丼（テイクアウ
ト）／1,000円

3 農家レストラン 日時計

じっくり手間をかけて煮込んだ牛スジカレー。解放感のある
店内でのんびり召し上がってください。

黒田庄牛すじカレー／650円

4 喫茶フォルクス 5 ますのみ松屋

黒田庄和牛・百日どり、野菜煮物が入った弁当です。
特製加杉野弁当／1,000円

6 お多福

牛　鶏合戦
スタンプラリー参加店

和牛ミートソースと和牛チーズカツがお口の中であばれます。

ミートソーススパゲティカツ添え／1,400円
（ランチセット／1,800円）

chattanaの森・カフェチャッタナ

うしマークは、黒田庄和牛を使ったメニュー

とりマークは、百日どりを使ったメニュー

18

百日どりの旨味とトマトの酸味がコラボ。牛×鶏合戦
限定メニュー♪

百日どりのやわらかトマト煮／1,300円
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