
地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

古世町 無双心 ムソウシン ラーメン 古世町１丁目１３－２ 0771-25-5520

無双心ラーメン750円
こってりラーメン850円
亀岡味噌ラーメン880円
タイ風無双心ラーメン800円

【営業時間】11時30分～21時30分
【定休日】無し

シャンプーハットのてつじさんが鬼リピー
ト！のお持ち帰りらーめんです！

古世町 令和食堂　正福 マサフク 中華 古世町西内坪１０１ 090-6966-2163

定食白ごはんおかわり自由
餃子280円+税
焼飯50円+税
醤油ラーメン550円+税

冷麺はじめました。

【営業時間】11時～14時
　　　　　　17時～21時
【定休日】不定休

ボリューム自信有、お持ち帰りも人気で
す。
店長オススメは餃子と醤油ラーメンです。

古世町 ｓａｊｉ サイ
弁当、カ

レー、定食
古世町２丁目２－３ 090-5057-0600 1,000円～

【営業時間】11時～14時（時短営業）
　　　　　　11時～15時（通常営業）
【定休日】金曜日、日曜日、祝日（他臨
時休業有）

野菜、乾物を沢山使い身体に出来るだけ負
担をかけない食事を提供しています。

三宅町 お好み焼き　おくやん オクヤン

お好み焼
き・焼きそ
ば・鉄板焼

き

三宅町１０９－３
マンションコキチ

0771-24-0140

お好み焼き　豚玉　680円
お好み焼き　ミックス玉　850円　など
焼きそば　豚入り　680円
やきそば　ミックス　850円　など
とん平焼き　480円
ねぎ焼き　680円　など

【営業時間】17時30分～22時（L.O　21時
30分）
【定休日】木曜日

お好み焼きや鉄板焼きは、焼きたてをハフ
ハフして食べるのが一番おいしいです。
みなさんが笑顔で食べていただいている姿
を見せて頂くことが、一番の喜びです。
是非とも、お店に来てください。

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

三宅町 ビストロ・エテ ビストロ・エテ レストラン 三宅町野々神１番地６５ 0771-23-7209

ランチ
Aコース　1,600円（スープ・サラダ・メイ
ン料理・パン・コーヒー）
Bコース　2,400円（前菜盛り合わせ・スー
プ・メイン料理・デザート盛り合わせ）
お昼のコース　3,600円（お肉・お魚　両方
食べて頂けるコースです）
ディナー
ディナーコース　3,700円（前菜盛り合わ
せ・スープ・メイン料理・デザート盛り合
わせ・パン・コーヒー）
プティフルコース　4,500円（お肉・お魚の
両方を食べて頂くコース）
スペシャルコース5,800円（より素材にこだ
わったフルコース）
※スペシャルコースは前日までの要予約と
させていただきます。

【営業時間】11時30分～15時（14時L.O）
　　　　　　18時～20時
【定休日】毎週水曜日　（不定休有）

地元亀岡の旬の野菜をふんだんに使い素材
の味を大切にしています。

三宅町 つるかめ ツルカメ 居酒屋 三宅町４２－２ 0771-25-3373

おでんや串揚げ、一品などメニューは豊富
です。
一品メニューは300円～、おでん100円～、
串揚90円～。
平均予算は3,500～4,000円位です。

【営業時間】17時30分～24時（23時L.O）
【定休日】不定休

アットホームな居酒屋です。メニューも豊
富でお一人様の酒の肴からご家族様のお食
事にも！
是非ご来店くださいませ！！

三宅町 まるじょう商店 マルジョウショウテン 丼 三宅町２丁目 0771-25-0141

海鮮丼1,050円、まぐろ丼950円
まぐろあぶり丼950円、まぐろユッケ丼950
円
うなぎ丼（ハーフ）1,700円
うなぎ丼（一尾）3,300円

【営業時間】12時～14時
【定 休 日】日曜日、月曜日、祝日

市場直送の新鮮なお魚を♪
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

横町 スペイン食堂　サルテン サルテン
スペイン料

理

横町４１
アーバンライフ吉祥１０

５号
0771-55-9801

前菜の盛り合わせ二人前　1,500円
アヒージョ各種　850円
パエリア各種1,600円
生ビール550円
グラスワイン450円
コース3,000円～　ございます。

【営業時間】
　ランチ　　火曜日～金曜日11時30分～
14時
　ディナー　月曜日～土曜日18時～22時
【定休日】日曜日と月曜日不定休

亀岡産のお野菜や新鮮なお魚、お肉を使っ
たスペイン料理をご用意しております。
熱々のパエリアやアヒージョ、スペイン産
のビールやワインと共にお楽しみくださ
い。

北古世町 京都ダイコクバーガー
キョウトダイコクバー

ガー
ハンバー

ガー
北古世町１丁目１２－２ 0771-22-9408 予算　1,000円～1,200円／人

【営業時間】11時～20時
　（現在18時までの営業）
【定休日】元旦のみ

北古世町
和食ダイニング
Akari-あかり-

アカリ 和食
北古世町１丁目１２
TWIN HORSEⅡ　１F

0771-25-1731
【営業時間】11時30分～14時（L.O）
　　　　　　17時30分～21時（L.O）
【定休日】日曜日、不定休

荒塚町 レストラン　しん愛 シンアイ

レストラ
ン・お弁

当・みそカ
ツバーガー

荒塚町1丁目１０－５ 0771-24-1122

・名物みそとんかつ　・亀岡牛ハンバーグ
・焼肉膳　・京風弁当　・ざるそば
・にしんそば　・天ぷらうどん
・新名物みそカツバーガー　などなど

予算600～3,000円　　会席・宴会3,000～
8,000円

【営業時間】11時～15時（L.O　14時30
分）
　　　　　　17時～21時（L.O　20時30
分）
【定休日】木曜日

当店は老舗レストランです。
感謝の気持ちを忘れず、ご来店いただいた
すべてのお客様に満足いただけるおもてな
しを心がけております。心地よい空間と気
配りの行き届いたサービスをご提供いたし
ます。
名物みそとんかつ、新名物みそカツバー
ガーなどなどご賞味ください。御来店おま
ちしております。
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

旅籠町
京料理・仕出し

八百捨
ヤオステ

和食、弁
当、寿司

旅籠町１９番地 0771-22-0449

幕の内弁当1,000円～、
会席料理5,000円～、
ランチ1,200円（月～土曜日）
※すべて税別

【営業時間】10時～
【定休日】木曜日

内丸町 いさみ イサミ 寿司 内丸町２５ 0771-22-0463 1,000円～
【営業時間】10時～20時
【定休日】不定休

内丸町 お料理　池佳 イケヨシ

和食、弁
当、寿司、
うどん・そ
ば、仕出し

内丸町２６－３８ 0771-25-1212

ランチ1,100円（税込）
池佳御膳1,800円（税別）
弁当1,000円～
寿司、一品料理、オードブル、鍋料理いろ
いろ

【営業時間】11時30分～13時30分
　　　　　　17時～19時30分
【定休日】火曜日　月に一回月曜日

北町 がんこ京都亀岡楽々荘 ガンコ 和食 北町４４ 0771-56-8880

（要予約）昼1,980円～、夜2,980円～

※期間限定　お昼のランチ780円～

〇お得な情報！
しゃぶしゃぶ食べ放題2,980円～はじめまし
た!!

【営業時間】
（平日）12時～15時30分（15時L.O）
　　　　17時～20時（19時30分L.O）
（土日祝）11時～20時（19時30分L.O）

食材や調理法、空間から接客まで。
お客様をおもてなし。
洋館、和館、玄関が国の登録有形文化財に
指定。
春は桜、秋は紅葉が色づく美しい庭園散策
をご利用いただけます。
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

本町 さか井食堂 サカイショクドウ
丼・うど
ん・そば

本町７４ 0771-22-1245
オムライス780円、ざるそば600円、親子丼
730円
中華680円、きつねうどん580円、冷麺800円

【営業時間】11時～19時
【定休日】水曜日

城下町散策時にはぜひ冷麺、冷やしうど
ん、亀岡牛（そうめん、うどん）を
ご来店おまちしています。

下矢田町
ステーキ＆創作料理

MOTHERS
マザーズ レストラン 下矢田町２丁目３６－４ 0771-22-5422

おまかせコース　4,000円～
亀岡牛ステーキコース　5,000円～

【営業時間】予約制
【定休日】不定休

BARスタイルのお食事処をコンセプトにした
ステーキハウスです。シックでぬくもりの
ある大人の空間でステーキはいかがです
か？

下矢田町 ホルモン亀山 ホルモンカメヤマ
焼肉・ホル

モン
下矢田町３丁目１７－１ 0771-56-8808

【営業時間】11時～14時
　　　　　　17時～23時（22時L.O）
【定休日】毎週水曜日・第３火曜日

下矢田町 よし峯 ヨシミネ
和食、弁
当、寿司

下矢田町３丁目１８－３ 0771-24-5660

持ち帰り　弁当500円～3,500円

食事　弁当2,000円～
　　　会席3,500円～

【営業時間】11時～22時30分
【定休日】月曜日

この機会にぜひご利用ください
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

中矢田町 CAFÉ de MIMI カフェドミミ レストラン 中矢田町岸ノ上３２－１
パスタ、スモーブロー、ケーキ、コーヒー
他

【営業時間】11時30分～18時
【定休日】日曜日、第１・３・５月曜日

ゆっくりとくつろいで下さい。

追分町 Ａｍｏｕｒ（アムール） アムール
イタリア

ン・フレン
チ

追分町谷筋３７－８ 0771-24-5821

パスタランチ1,500円・ランチコース2,500
円
（ディナー）アラカルト・タパス　450円～
（全80種）
ディナーコース3,000円・4,000円・5,000円
（コースは要予約）

【営業時間】
　ランチ11時30分～14時
　ディナー18時～24時
【定休日】無休（ランチのみ日曜日が定
休日）

亀岡駅より徒歩２分。イタリアン＆フレン
チ・ダイニングバーです。
旬の食材を使った一品料理からコース料理
まで様々なシーンでご利用いただけます。
落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしく
ださい。

追分町
お好み焼・鉄板焼

ふぅふぅ
フウフウ

お好み焼
き・鉄板焼

追分町馬場通２１－１３
第二亀不ビル１F

0771-23-1536

一品料理300円～、鉄板焼380円～、
焼きそば680円～、お好み焼き650円～、
コースメニュー（８品）2,000円、
飲み放題２時間2,000円

【営業時間】17時～23時
【定休日】月曜日

テーブル席は、すべて堀こたつとなってお
り、少人数から大人数までご利用いただけ
ます。
カウンター席は５席あります。
お一人様でも大歓迎です。

追分町 居酒庵　満寿家 マスヤ 居酒屋 追分町大堀１７番地 0771-22-0338
【営業時間】17時～23時
【定休日】木曜日
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

追分町
寿司・お食事処

はっとり
ハットリ

和食・寿司
定食

追分町馬場通６の１ 0771-23-2130

定食（寿司定食、焼魚定食、かれい唐揚定
食、ハンバーグ定食、とり唐揚定食等　各
850円
その他　おさしみ定食・甘鯛の定食等）

飲酒のつまみ付コース750円～　一品も有り
ます。

【営業時間】11時30分～14時
　　　　　　17時30分～21時30分
【定休日】日曜日、月曜日

ランチには美味しいさば寿司、焼魚定食等
があり
よるは、ランチと同様メニューがあり又、
お仕事帰りの方にはリーズナブルなお酒の
コースもあります。その他一品メニューや
季節のお鍋コースもあります。

追分町 世界のさぬき亭製麵所 サヌキテイ
うどん・そ

ば
追分町谷筋２４－５０

亀岡駅前一番街
0771-24-4827

よくばりうぬぼれうどん
海老天や野菜店など盛りだくさん1,200円
さぬき亭特製コクうまカレーうどん850円～
どデカ大盛りぶっかけうどん（約３人前相
当）
1,000円期間限定8/31まで

【営業時間】11時～15時
　　　　　　18時00分～21時
【定休日】不定休
　　　　　（毎週日曜日の夜は休業）

地元の食材を使った地産地消のうどんを楽
しむことができます。また、さぬき独特の
コシの強いうどんをお楽しみ下さい。

追分町 酒髭　鬚髭 シュシ バー 追分町谷筋２５－３３ 0771-23-8077

平均予算　1,000円～6,000円／おひとりさ
ま

カクテル800円～

ウィスキー、テキーラ、ラム、ジン
700～2,500円

※
バーです。受動喫煙防止の観点から未成年
及び妊婦の方のご来店を控えさせていただ
きます。

【営業時間】18時～25時
【定休日】不定休

2016年に亀岡駅前にオープンしまして、営
業再開の6月2日に8000組目の御客様を迎え
ることができました。
プロの飲食店とは？うちメシでは、伝えれ
なかった≪食材、お酒のバックボーンを知
り、伝えること≫に心を込めて、そとメシ
ならではの、ＢＡＲという非日常体験を楽
しんでいただけたらと思います。

追分町 COFFEE　HOUSE　微利軒 コーヒーハウスビリケン
喫茶、コー
ヒー専門店

追分町馬場通１５－１
西友亀岡店１Ｆ

0771-24-4072

微利軒ブレンド、亀岡ブレンド、アイス
コーヒー各380円
日替わりケーキセット620円～、ホットケー
キセット560円～、トーストセット560円
～、サンドイッチセット700円～、パスタ
セット800円～、亀岡牛カレーセット900円
～

【営業時間】9時～20時（ＬＯ19時30分）
【定休日】なし

お買い物の合間に、お昼の休憩に、午後の
「ほっと一息」に、美味しいコーヒーで幸
せなひとときをお過ごしください。
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

追分町 我流幹 ガリュウミキ 居酒屋 追分町大堀１４－７

追分町
KURKI　COFFEE
クルキコーヒー

クルキコーホー カフェ 追分町谷筋３７ 070-4811-0415 予算1,000円～
【営業時間】11時～18時（L.O 17時30
分）
【定 休 日】火曜日・金曜日

亀岡駅徒歩３分のところにある小さな古民
家のコーヒー店です。サーカスコーヒーさ
んのコーヒー豆を使用したおいしいコー
ヒーとサンドイッチ、カレー、パフェなど
もございます。

紺屋町 カフェレストラン　リモーネ リモーネ

レストラ
ン、カ

レー、オム
ライス

紺屋町５１ 0771-20-7987

＜ランチメニュー＞
（Ａコース）プティドリンク、前菜、メイ
ン940円
（Ｂコース）Ａコース＋デザーート盛合わ
せ、コーヒー紅茶等1,350円
メイン：カレー、オムライス数種からチョ
イス

☆パンケーキやパフェ（530円～）、オーレ
やソーダ（500円～）などカフェメニューも
ございます

※税込表示です

【営業時間】11時～16時（15時L.O）
【定休日】日曜日、月１回月曜日

旧亀岡城下の住宅街にある小さな家をセル
フリノベーションしたカフェレストランで
す。
ぐつぐつ煮込む土鍋カレーや産みたて卵を
使ったふわとろオムライス等をお出しして
います。
自然光のやさしくさし込む店内で、ぜひの
んびりとお過ごしください。

河原町 魚留　河原町店 ウオトメ　カワラマチテン
御料理・仕

出し
河原町１３３番地 0771-24-1417

 弁　当 ：500円～4,000円
会席料理：5,000円～（ミニ会席3,500円）

【営業時間】9時～22時
【定休日】不定休

お客様のご要望にお応えできるよう真心を
込めて美味しい料理を提供いたします。
宴会（二階）は昼夜共に一日一組様となっ
ております。（最低ご予約人数：６名様か
ら）
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

余部町 京懐石　雅 ミヤビ 日本料理 余部町清水３１－１ 0771-22-1586

・限定ランチ　ひな雅　3,300円
(前日までの要予約）
・ミニ懐石　花水木　4,180円
・懐石料理　5,500円～　ご予算に応じて承
ります。
上記の御料理をクーポンにてご利用いただ
けます。クーポンご利用の際は事前予約に
てお願いいたします。通常のランチにはご
使用できませんのでご了承ください。

【営業時間】11時30分～13時30分L.O
　　　　　　17時30分～20時L.O
【定休日】水曜日

まだ雅に来店されていないお客様も来店頂
いたお客様も是非クーポンをご利用くださ
いませ。

余部町
round garden

ネコのおんがえし
ネコノオンガエシ

パン・カ
フェ

余部町谷川尻１０
豆屋黒兵衛駐車場内

080-3801-9286

デニッシュバー　ネコのしっぽ　１本120円
～
ネコのしっぽラスク、キャラメルポップ
コーン、あいすくりん、酸素ドリンク、各
種のみもの

【営業時間】10時～17時
【定休日】火曜日、水曜日

亀岡のみな様に愛され15年
これからも亀岡の忘れられない味になれる
よう、ネコのしっぽを焼きつづけてまいり
ます。
変わらぬ応援よろしくお願いいたします。

余部町
焼きたてデニッシュバー

ネコのしっぽⓇ
（移動販売）

ネコノシッポ
パン・カ

フェ
余部町谷川尻１０

豆屋黒兵衛駐車場内
090-9864-2478

デニッシュバー　ネコのしっぽ　１本120円
～
ネコのしっぽラスク、キャラメルポップ
コーン、あいすくりん、各種のみもの、タ
ピオカドリンク

【営業時間】ホームページ参照
【定休日】不定休

15年間どんな所にでもおいしいの笑顔を届
けたくて、黄色の車を姉妹で走らせてきま
した。
コロナ禍に大いに翻弄される現代ですが、
これからも心と体の糧となるおいしいネコ
のしっぽを焼きつづけてまいりたいと思い
ます。応援よろしくお願いいたします。

河原町 井づ定 イヅサダ

レストラン
（和食）・
うなぎ丼・
寿司・会席

河原町３７ 0771-22-0062

・弁当1,150円・1,500円・1,800円(つれづ
れセット)
2,000円・3,000円(井づ定御膳,造り,天ぷ
ら,取肴,煮合せ,吸物,ちらし寿司）
・うなぎ丼(並)1,400円・(上)1,700円・(特
上)2,200円
・会席5,000円～8,000円(旬の食材をふんだ
んに使い、まごころをこめてお作りした季
節のお料理です。)

【営業時間】11時～14時、17時～21時
【定休日】月曜日
　　　　　(月曜日が祝日の場合は火曜
日)

開始時間の遅い会食は応相談。

大切なおもてなしや、法要などさまざまな
お集まりに・・・
ご利用は、予約をしてください。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

河原町 峰山 ミネヤマ 弁当、寿司 河原町２００－２５ 0771-24-4003
【営業時間】17時～23時
【定休日】火曜日、水曜日

河原林町 京菓子　ふじ幸 キョウガシ　フジコウ 菓子・喫茶 河原林町河原尻高野垣内４７－１ 0771-23-3570 季節の生菓子　150円～
【営業時間】9時～17時
【定休日】水曜日、日曜日

お菓子の販売、喫茶、菓子づくり体験（要
予約）

安町 中華料理　広東 カントン 中華 安町野々神４７ 0771-24-0149
ランチ：660円～
八宝菜1,100円、春巻1,100円、エビチリ
1,300円、フルコース3,850円～

【営業時間】11時30分～14時、17時～21
時30分
【定休日】木曜日、臨時休業あり

お昼はランチから、夜は豊富なグランドメ
ニューやドリンク類で
あっさりした本格的な中華料理

安町 スペイン料理アリオリ アリオリ

レストラン
（洋食）

その他（パ
エリア・ア
ヒージョ・
生ハム）

安町２４-２６ 0771-58-9102

グラスワイン（赤・白600 円）
生ビール550 円
イベリコ豚の生ハム980 円
タコと野菜のマリネ850 円
アヒージョ各種750 円～
パエリア各種1500 円～

【営業時間】17 時～23 時（L.O）
【定休日】水曜日

何度も訪れたスペイン現地の料理のイメー
ジを大切に地元風に活かした料理。
堅苦しいのは無しにして賑やかに楽しんで
頂ける食堂兼酒場。
お子様連れも歓迎です。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

安町 御料理　玉川楼 タマガワロウ 日本料理店 安町９０番地 0771-22-0036

会席　5,000円～
ミニ会席　4,000円～
弁当　1,500円～
オードブル　2,000円～

【営業時間】11時～23時
【定休日】水曜日

四季折々の旬の素材を使った日本料理店

安町 京風料理　新橋 シンバシ 和食・弁当 安町釜ヶ前５０－３ 0771-22-0078

お弁当500円から
会席料理6,000円～、おまかせ料理3,000円
～
飲み放題2時間2,000円～　鍋料理5,000円～

【営業時間】12時～13時
　　　　　　18時～21時
【定休日】不定休

亀岡の食材を使った地産地消の材料で、
オーナー自らの手料理を楽しんで下さい。

安町 リトルインディア リトルインディア カレー 安町野々神１０－１

宮前町 café nouka カフェ　ノウカ
レストラン

弁当
宮前町神前障子５３

0771-26-5648
090-2112-5648

ランチ　1,650円
ワッフル　950円
コーヒー　480円

【営業時間】
　木曜日～金曜日　11時30分～15時
　　　　　土曜日　11時30分～17時
【定休日】日曜日～火曜日

ランチ（ドリンク・ミニおやつ付き）は、
旬な地元野菜をふんだんに使ったこだわり
ランチです。ギャラリーの作品とともにお
楽しみください。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

宮前町 薪窯ピザ庵　えん エン ピザ 宮前町神前大道１０－１ 080-2540-1814

〇薪窯ピザ
・伝統的ナポリピザ（各種1,100円～1,300
円）
・創作里山ピザ（各種1,100円～1,300円）
〇ピザセット
・単品ピザに季節野菜のスープ、サラダを
セットで（単品ピザ料金＋500円）
〇ランチコース
・ピザセットに季節野菜と肉の薪窯グリ
ル、デザート、ドリンクをコースで
（2,500円～）

【営業時間】金・土・日曜日
　　　　　　午前11時～午後3時
【定休日】月・火・水・木曜日

〇神前の里で育てた野菜を主役に、薪の炎
で焼き上げた本格的薪窯ピッツァを提供い
たします。イタリア産小麦粉と天然酵母を
使った生地に無農薬栽培の有機野菜をトッ
ピング、焼き立てあつあつのピッツァをお
召し上がりください。
〇静かな里山のくつろぎの古民家空間で、
ご家族ご友人とゆっくりお過ごしくださ
い。

感染予防のため入店人数を制限しておりま
すので、事前にお電話でのご予約をお願い
します。

宮前町 お家薬膳　忘れな ワスレナ

レストラン
カレー

うどん・そ
ば

宮前町神前長野１５
（亀岡市交流会館）

0771-56-8807

季節の薬膳御膳　1,500円
季節の薬膳御膳セット　1,700円
薬膳カレー　800円
チョロギうどん　550円

主なお飲み物とデザート等
コーヒー450円、紅茶450円、
コーヒーフロート550円、ハーブティー500
円

【営業時間】
ショップ・カフェ10時～15時
　ランチタイム　11時～14時
【定休日】火曜日、水曜日

体にやさしい薬膳料理
季節の体調変化に配慮し、亀岡特産のチョ
ロギや新鮮野菜を使ったランチセットがお
すすめです。
薬膳料理は、心臓・肺・胃腸・肝臓・腎臓
の働きを助けます。
美味しくて、満足感のある薬膳料理を提供
します。

東本梅町 喫茶とベーグルのお店　ネコタ ネコタ
レストラン
（ベーグ

ル）
東本梅町松熊ソトハ21 0771-20-6682

ケチャップソースのオムライス：820円
クリームソースのオムライス：870円
デミグラスソースのオムライス：920円
カレーソースのオムライス：920円
各種ベーグル：180～250円

【営業時間】11時～16時
【定休日】木・金・第二土曜日

こだわりたまごで調理した「ふわとろ」オ
ムライスが自慢です。毎朝店内調理した
「もちもち」ベーグルも人気です。

薭田野町 丹波四季菜料理　宮本屋 ミヤモトヤ
レストラ

ン、弁当、
寿司

薭田野町佐伯大日堂３２ 0771-22-0635
喫茶・軽食・お弁当・会席料理・鍋
季節料理（松茸・ぼたん・筍・鱧・鮎）
テイクアウトのお惣菜を除く全種類。

【営業時間】
　喫茶・食事　11時30分～19時
　　　　宴会　11時30分～21時30分
【定休日】木曜日

名物おばば料理940円～ミニ会席4,500円～
会席料理、すき焼き等鍋料理5,700円～。
亀岡牛ステーキ会席8,000円～。
四季折々の丹波の産物を使った四季料理
等。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

薭田野町 café de MOTHERS カフェ　ド　マザーズ レストラン 薭田野町佐伯西ノ辻３１ 0771-23-4447

本日の気まぐれランチ　880円～
名物!国産牛のMOTHERSローストビーフ丼
1,000円～
手ごねハンバーグのデミグラスソース1,200
円

【営業時間】11時～17時
【定休日】日曜日

天井が高く、大きな窓が開放的な店内で
す。
ペットも同伴可能なテラス席もございま
す。
まったりとしたカフェタイムをお楽しみく
ださい。

薭田野町
無国籍蕎麦会席

拓朗亭
タロウテイ

無所属・無
党派の料理
を楽しむ蕎

麦屋

薭田野町太田油田１１－２ 0771-24-4334

かすみセット　　　￥2,445　（昼のみご提
供）
天ぷら三昧セット　￥2,700　（昼のみご提
供）
菊コース          ￥3,200　（昼のみご提
供）
正コース          ￥5,000　（昼・夜ご提
供）
宗コース          ￥8,000～（昼・夜ご提
供）
税抜き価格で表示

【営業時間】
11時30分～
13時30分～　の入れ替え制
17時30分～1日1組の「特別な夜」を提供
する完全予約制
【定休日】
不定休

1985年に始まった「拓朗亭」の最終形態で
す。
ゆっくり食事を楽しむ、大人のための『大
人の店』
昼間は乳幼児を含む小学生以下の子供さん
は入店不可となっておりますのでご注意く
ださい。
夜は1組限定でのご利用となりますので「子
供」さんも入店可能です。
大人お一人様￥5,000以上、子供様には
￥2,500で「kidsDinner」をご用意致しま
す。（税抜き価格表示）

畑野町 るり渓山郷の駅 ルリケイヤマサトノエキ

和食、カ
レー、丼、
そば、お

米、野菜。
加工品等の

直売

畑野町広野高橋１７－２ 0771-20-9046

ざるそば　600円、天ざるそば900円、かけ
そば600円、天ぷらそば800円
きつねそば700円、山かけそば700円、おろ
しそば700円
カツカレー800円、エビフライカレー800
円、野菜カレー700円
親子丼800円、天丼800円、トンカツ定食
1,000円

【営業時間】10時～15時
【定休日】月曜日～木曜日

地元の新鮮野菜を安価で販売しています。
手作りの加工品や民芸品も販売していま
す。
地元産のブランド米やみずほ卵なども販売
しています。
10割そばを始め地元の食材を生かした食事
を提供します。。
コロナウィルスや夏の暑さに負けないよう
共に頑張りましょう！

西別院町
英国村

「ドゥリムトン」
ドゥリムトン レストラン 西別院町柚原水汲１２ 0771-27-3004

アフタヌーンティーセット　2,100円
フィッシュ＆チップス　1,980円
ローストビーーフ　2,200円
ポットティー　650円　etc

【営業時間】月～金曜日11時～16時
　　　　　　土・日・祝日10時30分～20
時
【定休日】無休
　　※年末年始（12/31・1/1のみ休業）

亀岡のカントリーサイドで古き良き英国に
出逢ってください。ＳＮＳばえバッチリで
す（＾ｖ＾）
宿泊Ｒ＆Ｂもございます。
オリジナルワンピースショップ、アン
ティークショップスーベニア有ります。
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

東つつじヶ丘 洋菓子館　ベルジェノア ベルジェノア

洋菓子
（ケーキ・
焼菓子・ゼ
リー・ソフ
トクリー

ム）

東つつじケ丘曙台１－３－１ 0771-22-5553

○ホールケーキ各種2,300円～(お電話・FAX
で予約も承ります)
○ショートケーキ各種320～380円
〇焼き菓子各種150円～　クッキー各種70円
～
○ゼリー各種200円
○ソフトクリーム200円
コーヒーフロート380円
〇半熟チーズ108円　　　※価格は税込みで
す

【営業時間】9時～20時
【定休日】水曜日

”地元素材””旬の果物”をたっぷり使
い、素材本来のおいしさを楽しめる『ほっ
とできるお菓子』をお店工房で日々つくり
つづけています。
ご自宅でのカフェタイムのお供に、お世話
になった方へのプレゼントに、各種ギフト
包装、地方発送も承ります。
ご来店　心よりお待ちしております。　店
主

東つつじケ丘
ＲＯＳＥＴＴＡ
（ロゼッタ）

ロゼッタ カフェ 東つつじケ丘曙台１－４－１ 0771-25-0270
シフォンランチ、
シフォンケーキセット各種、
テイクアウト　シフォンケーキ

【営業時間】10時～（ランチ11時30分）
【定休日】月曜日

お席の感覚をあけ、アルコール消毒液を設
置、定期的な店内の換気を実施していま
す。

西つつじケ丘 エプルヴェ　イシカワ エプルヴェイシカワ 洋菓子
西つつじケ丘大山台１－

１－１１３
0771-20-8082

【営業時間】10時～18時（現在時短営業
中）
【定休日】火曜日、水曜日

南つつじケ丘 リカーショップ寿屋
リカーショップコトブキ

ヤ
和菓子、酒

類
南つつじケ丘大葉台２丁

目１４－１０
0771-24-8639 和菓子、おこわ、酒類

【営業時間】9時～19時
【定休日】水曜日

地元の食材を使った無添加、無着色の和菓
子を販売しております。
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

千代川町 ポポクラブ ポポクラブ
洋食、カ

レー、ピザ
千代川町小林北ン田５７－３ 0771-22-0777

例：メンマヨ（明太子マヨネーズ）９００
円～

【営業時間】11時～21時（20時L.O）
　　月曜日のみ11時～17時（16時L.O）
【定休日】火曜日（祝日の場合営業）

スタッフ一同お待ちしております。

千代川町 洛菜 ラクサイ 和食 千代川町千原１－５－１ 0771-24-3656

昼ランチ
1,500円、2,000円、2,500円　※税別
夜
3,000円、5,000円、7,000円　※税別
他アラカルト有

【営業時間】11時30分～14時L.O
　　　　　　17時30分～21時30分L.O
【定休日】木曜日

亀岡産のお米、野菜を使用。魚も舞鶴産の
魚をはじめ国産の天然物を中心に食の安全
を心掛けて営業しております。
店内にアルコール消毒液設置。

千代川町 ひら山 ヒラヤマ 焼肉
千代川町高野林西田６－

１
0771-29-4148

【営業時間】11:00～14:00（L.O）
　　　　　　17:00～22:00（L.O）
【定 休 日】水曜日（祝日の場合翌日）

１回のお食事でクーポン券１枚、１グルー
プでクーポン券１枚利用できます。
食事代が5,000円以上の場合のみ、クレジッ
トカードとクーポン券の併用可能です。

千代川町 蕎食　きむら キムラ 和食・そば
千代川町今津２丁目９－

１３
0771-24-3858 1,000～3,000円

【営業時間】11時30分～15時
【定 休 日】火・他不定休

※当面の間、ご予約優先営業
※売り切れ次第終了

石臼挽き自家製粉／手打ち蕎麦と昼酒と



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

千歳町 へき亭 ヘキテイ レストラン 千歳町毘沙門向畑４０ 0771-23-0889
光秀和膳、光秀膳5,800円、
ひろ子膳3,800円、ガラシャ膳2,500円、
足軽膳2,000円

【営業時間】ランチ12時～14時
　　　　　ディナー17時～20時
【定休日】不定休
※要予約

築400年の武家屋敷で広い庭を眺めながら食
事をしていただけます。

篠町 牛肉　Restaurant　牛楽 ギュウラク
レストラ

ン・精肉店
篠町馬堀駅前２丁目３－１ 0771-22-5654

○精肉店
亀岡牛小間切れ410円、亀岡牛スライス488
～1,500円、亀岡牛ステーキ1,500～2,160
円、亀岡牛角切り・揚げ物 など他多数
〇レストラン
亀岡牛100%手ごねハンバーグ1,510円、亀岡
牛焼肉1,672～2,212円、亀岡牛ホルモン焼
き1,073円、亀岡牛テールカレーライス
1,190円、亀岡牛コロッケとエビフライ
（大）1,040円、牛楽特製亀岡牛ハヤシライ
ス1,028円、牛楽特製亀岡牛ビーフシチュー
1,600円、亀岡牛テールステーキ1,453円な
ど他多数。

【営業時間】
　精肉店　：9時～18時30分
レストラン：11時～16時　（L.O15時30
分）
【定休日】水曜日

美味しい空気と水で丹精込めて飼育された
国産黒毛和牛種亀岡牛。精肉店では食肉に
対する「安心」「安全」の徹底した商品を
お客様に届けるべく日々努力しておりま
す。
Restaurant牛楽では落ち着いた雰囲気で亀
岡牛の様々な御料理を楽しんでみてはいか
がですか？亀岡牛専門店としてリーズナブ
ルに、そして地産地消により美味しく極め
た御料理の数々を落ち着いた店内で心ゆく
までご堪能下さい。

篠町
La retta

ラ　レッタ
ラ　レッタ

レストラン
（洋食）

篠町馬堀駅前２丁目４－３ 0771-56-8665

○ランチコース
2,200円、3,000円、3,800円
〇ディナーコース
4,000円、5,000円

【営業時間】11時30分～15時(14時L.O)
　　　　　　18時～21時30分(20時30分
L.O)
【定休日】水曜日

馬堀駅から徒歩1分のイタリアンレストラン
です。女子会や記念日にたくさんの方にご
利用して頂いております。”外したくない
シーンに”御予約下さい。

篠町 Bistro　仙人掌 ビストロ　サボテン
レストラン
（洋食）

篠町見晴５丁目２０－８ 0771-22-8541
ランチ：1,900円～
ディナー：2,400円～

【営業時間】11時30分～14時30分
　　　　　　18時～21時
【定休日】月曜日

京都・亀岡、個人宅のような落ち着いたイ
ンテリア空間で、普段着で楽しむフレンチ
を提供するBistro仙人掌



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

篠町 とく涛（なみ） トクナミ
レストラン
（和食）

篠町柏原上小井根１３－６ 0771-25-7300
昼3,000円～
夜5,000円～
（税サ別）

【営業時間】11時～14時L.O
　　　　　　17時～21時L.O
【定休日】水曜日、木曜日

産地直送の魚介と地元野菜を取り入れた会
席料理を心込めてお送りしております。
配達のお弁当、会席もございます。

篠町 パティスリー　ペルル パティスリーペルル ケーキ 篠町篠下西山１３の１５１ 0771-20-1977

お誕生日ケーキ　2,600円税込～
ペルルシュークリーム　220円税込
ペルルプリン　260円税込
季節のクレープ　300円税込～
マカロン　200円税込
京都生チーズケーキ　490円税込

【営業時間】10時～18時
【定休日】日曜日、月曜日＋α

京都丹波のたまご、京丹波町のチーズ、亀
岡のいちご、丹波栗など地域の魅力ある食
材でお菓子を作っているお店です。

お誕生日ケーキは予約制です（前日までに
お電話、ご来店にて承ります）
特別注文は1週間前までにご相談ください。

篠町 京料理　松正 マツショウ 和食 篠町篠上北裏９１－１ 0771-24-0567 松華堂弁当　2,160円
【営業時間】11時～19時
【定休日】水曜日

旬の食材を使った京料理の詰合せ

篠町 和　dish　of　nagomi ナゴミ
和食、弁

当、丼、寿
司

篠町篠下西裏５８－５ 0771-25-7531

（ランチ）
・なごみほっこりプレート
・すしボール（海鮮ちらし）1,000円～
2,500円
・特製天丼　・パスタ
（ディナー）
・おまかせコース料理2,000円～
・アラカルト
（テイクアウト）
前日ご予約でお願いします。
弁当　※ご予算に応じます

【営業時間】
ランチ11時～14時30分（L.O13時30分）
ディナー17時30分～20時30分（L.O19時30
分）

新型コロナウイルス防止対策
・アルコール消毒液設置
・マスク応対
・店内アルコール清掃強化

※席数を減らしております

ゆっくり庭を眺めながらお食事をしていた
だけます。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

篠町 中華　丸玉 マルタマ 中華 篠町馬堀南垣内２１－５３ 0771-24-0645

ギョーザ1人前7個入り300円、回鍋肉1,080
円、かたやきそば830円、焼飯650円、す豚
880円、麻婆豆腐800円、中華飯730円、とり
の唐揚750円、かに玉880円、天津飯730円、
野菜炒め730円、春巻730円

【営業時間】11時30分～21時
【定休日】毎週木曜日　第３水曜日

老舗45年、長く地域の方々に愛されている
中華料理店です。　テイクアウトは19時迄
受付けております。

篠町 季節料理　しょうぶ ショウブ
レストラン
（和食）

篠町馬堀北垣内１－４ 0771-24-0931

おまかせコース　雪　4,000円～
　　　　　　　　月　5,000円～
　　　　　　　　花　6,000円～　(税別)

各種鍋料理も予約にて承っております。

【営業時間】12時～14時(L.O 13時)
　　　　　　17時～22時(L.O 21時30分)
【定休日】水曜日、第３木曜日

篠町 旬菜佳肴　Kocorono ココロノ
レストラン
（和食）

篠町馬堀南垣内２１－３０ 0771-55-9063

ランチ　2,000円、2,800円、3,500円、
5,000円

ディナー3,500円、5,000円、6,000円、
7,000円

【営業時間】11時30分～15時（ランチ）
　　　　　　18時～21時30分（ディ
ナー）
【定休日】月曜日

野菜は亀岡、丹波
魚は丹後、三重、高知からの直送鮮魚と市
場で目利きしたこだわりの食材、全て手作
りしたコーススタイルのお店です。
ぜいたくな京焼きの器と共にお楽しみくだ
さい。



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

篠町 むっしゅぺーる ムッシュペール レストラン 篠町馬堀東垣内３１－２２ 0771-23-5985

〇ランチメニュー
アン　1,390円
ドゥ　2,100円
トロワ　3,100円
亀岡牛のハンバーグステーキ　1,350円
亀岡牛のローストビーフ　1,980円

〇ディナーメニュー
Ａ　3,100円
Ｂ　4,100円
Ｃ　5,100円

その他アラカルトもあります
※すべて税込価格です

【営業時間】11時30分～14時L.O
　　　　　　17時30分～21時L.O
【定休日】毎週火曜日、第３水曜日

「夫婦二人の小さなレストラン」
・低温で仕上げたランプ肉のローストビー
フ　サラダと共に
・亀岡牛１００％の作るむっしゅぺーるオ
リジナルハンバーグステーキ　自家製デミ
グラスソースで
・季節の野菜で作るスープは絶品

篠町 平壌亭 ヘイジョウテイ 焼肉店 篠町浄法寺中村３５－５ 0771-23-8410
テイクアウト：焼肉弁当1,500円～
ランチ：1,090円～
ディナー：予算4,000円前後

【営業時間】11時30分～14時30分
　　　　　　16時～23時
【定休日】火曜日

篠町 朴の家 パクノヤ 韓国料理 篠町浄法寺中村３４－６ 0771-20-1960

チヂミ、キンパ、サムギョプサル、ホルモ
ン鍋等

3,500～5,000円

【営業時間】17時～23時
【定休日】月曜日
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「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

篠町
韓国食酒房

おせよ
オセヨ

韓国料理
焼肉

篠町馬堀北垣内８７－１ 0771-23-0446

平均１人単価2,000～3,000円
サムギョプサル、チーズタッカルビ、プチ
チゲ、サムゲタン、キンパ、チャッチュ、
石焼ピビンパ
焼肉コースのみ　1人5,000円(税込)（予約
制）

【営業時間】17時30分～23時（L.O22時）
【定休日】月曜日

韓国の美味しい料理と美味しいお酒を
たくさん取りそろえておりますので、ぜひ
お越しください。

篠町 鮨処　さくら サクラ 寿司 篠町馬堀駅前２丁目６－１１ 0771-25-2030
昼1,300円～
夜2,500円～

【営業時間】昼　11時30分～13時30分
　　　　　　夜　17時30分～22時
【定 休 日】月曜日

大井町 株式会社魚留 ウオトメ 和食、弁当 大井町並河２丁目２３番１２号 0771-22-3023 1,000円～予算に応じさせていただきます。
【営業時間】8時～18時
【定休日】なし



地域 店舗名 フリガナ ジャンル 住所 電話番号 メニュー・予算 営業時間等 ＰＲ等

「そとメシ登録店」リスト（7月27日現在）

大井町
活け洲・割烹

誠寿し
マコトズシ

和食、弁
当、寿司

大井町並河２－３－２３ 0771-24-5366

そとメシ御膳2,000円（昼のみ）
昼御膳1,200円（昼のみ）
お弁当1,500円～、お寿司盛合せ980円～
コース料理3,500円～、オードブル2,500円
～
他、活け洲の魚を使った単品メニュー等
色々あります。

【営業時間】11時～14時
　　　　　　16時～22時
【定休日】火曜日（不定休）
　　　※予約状況によって変わります

夏は鱧料理から冬はクエ料理まで。四季
折々の旬な素材を活かし造り上げるお料理
をはじめ、当店自慢の活洲で泳ぐ新鮮なお
魚を一度ご賞味ください。
お昼のランチ1,000円～。寿司・幕の内弁
当。松花堂・オードブル・会席料理の仕出
し。
割烹料理や冬には鍋料理。4名様～50名様、
ご予算に応じた宴会を承ります。

大井町 中国料理　彩桂 サイカ 中華 大井町北金岐柿木原１７－１
0120-315-140
0771-25-8688

エビチリソース、酢豚等単品のお料理か
ら、本格フルコース料理、お昼はお得な
サービスランチ税込900円＝あります。弁当
(1,000円税別)（1,500円税別）(2,000円税
別)、オードブル8,000円税別

【営業時間】11時30分～14時20分
　　　　　　17時～21時20分
【定休日】火曜日
　　　　　月に１度月曜日が休み(7月13
日)

少人数、ご家族様のお集まりに、店内にて
ごゆっくり本格中華料理をお楽しみくださ
い。

テイクアウトも可

大井町 京　FUJIHARU　カレー キョウ　フジハル　カレー
カレー、

ホットドッ
グ

大井町並河３丁目８－２２ 0771-24-3051

(店内飲食)
プレーンカレー680円、ビーフカレー1,000
円、カツカレー1,300円、海老フライカレー
1,300円
（テイクアウト）
プレーンカレー750円、カツカレー1,200
円、海老フライカレー1,200円、カレードッ
グ350円、エビドッグ400円
※すべて、税込みです。
※ルーの辛さ：ちょい辛・やや辛・ほん辛
の中から選んで頂きます。
※テイクアウトではタッパー等をご持参い
ただけると、容器代は頂きません。

【営業時間】
（店内飲食）
ランチタイム11時～15時(14時30分L.O)
カフェタイム15時～17時30分(17時L.O)
（テイクアウト）
ご予約受付時間9時30分～17時30分
お渡し時間11時～14時、16時～17時40分
【定休日】日曜日、第２・４月曜日

市販のルウを使わず、スパイスが効いた、
地産地消で体にやさしい・人にやさしい、
味わいの欧風カレーをご提供させていただ
いております。
店内飲食での、カツカレー・海老フライカ
レーでは、テイクアウトには無いグリル野
菜トッピングがございます。是非、ご賞味
くださいませ。

大井町 Cafe&Bar CafeCocho カフェコチョウ レストラン
大井町土田2丁目11-7

並河駅前ビル2階
090-8446-9506

一人1000円前後、メニューは税別です。
・モーニングセット(ドリンク付き)　500円
・パスタランチセット(ドリンク付き)
1000円
・ハンバーグプレート　1000円
・デミチーズオムライス　900円
・ワンプレートランチ　800円

【営業時間】8時～22時
【定休日】木曜日

並河駅から徒歩一分、3階建てビルの2階に
あります。モーニングからランチ、夜の
ディナー、ショットバーまで、様々なスタ
イルでご利用頂けます。おすすめはこだわ
りの珈琲豆を一杯づつ丁寧にドリップする
オリジナルブレンドコーヒー。電車の待ち
時間や待ち合わせに気軽にお立ち寄りくだ
さい。店内は広々としておりくつろげる空
間になっています。
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大井町 レストラン　アガピー アガピー レストラン 大井町並河坂井２５－２５ 0771-24-8288
ランチ～洋食弁当
850円～2,000円

【営業時間】11時～15時
　　　　　　17時～20時30分
【定休日】水曜日15時～

大井町 四季 シキ 弁当 大井町並河坂井25-22 0771-23-6559

日替り弁当　500円
唐あげ弁当500円、ハンバーグ弁当500円、
鳥のささみ弁当500円
幕の内弁当1,000円～　　など

【営業時間】10時～13時
【定休日】第１、第３、第５日曜日

予算に応じて承ります。


