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若トラ

〔弁当・串カツ・お惣菜・創作料理等〕

小間安老舗

〔和菓子・カステラ等〕

［所 在 地］加茂町駅西 1 丁目 4-9
［電
話］0774-76-5757
［営業時間］11:30～14:00／17:30～24:00
［
］11:30～14:00／17:30～24:00

［所 在 地］加茂町北船屋 85
［電
話］0774-76-3121
［営業時間］8:30～17:00
［
］午後から 17 時まで

［定 休 日］第二、第四水
［メニュー］弁当 750 円～（税込）
お子様弁当 400 円
おかずセット 800 円 他

［定 休 日］火、木
［メニュー］和菓子・カステラ等 1,000 円～
［U R L］http://www.komayasu.com/
［ひとこと］オススメはどら焼きとカステラで
す。ぜひご賞味ください。

だいぶつきっちゃ

〔お好み鉄板焼き・たこ焼き〕

［所 在 地］加茂町里南古田 111
［電
話］0774-76-4949
［営業時間］11:30～13:30／17:00～20:00
［
］11:30～13:30／17:00～19:40
［定 休 日］日、月
［メニュー］お好み焼き 550 円～
たこ焼き 400 円～
［U R L］http://wakatora.web.fc2.com/index.html
［ひとこと］若トラ独自のポイントカードあり
ポイント貯まれば 1 品半額から無料まで

大佛汽茶

〔喫茶店（地元特産のお茶・紅茶）〕

［所 在 地］加茂町兎並東前田 23-1
［電
話］0774-99-2050
［営業時間］10:00～16:00
（自粛期間中は、土日祝日のみ）
［
］10:00～16:00（土日祝日のみ）
［定 休 日］月、火、水（祝日除く）
［メニュー］抹茶ラテ・ほうじ茶ラテ 600 円
（税込） 地元和紅茶とスコーンセット 700 円 他
［ひとこと］地元のお茶の喫茶店。山城地域産の約
20 種の紅茶をはじめ、ほうじ茶や煎茶も販売
中です。場所は JR 加茂駅近く（木津川市観光
協会上）です。ご来店お待ちしております。

※掲載内容は登録日時点の情報です。今後随時更新していく予定です。 ※最新情報や販売価格など掲載情報に関するお問い合わせは直接店舗までお願いしま
す。 ※新型コロナウイルス感染症対応として、期間限定で掲載しています。 ※テイクアウト等は新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減することはできま
すが、リスクがゼロになるわけではありません。ご注文の際は自身で予防、対策を行ってください。 ※市は、掲載内容に関する一切の責任を負いません。
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千石おはぎ

〔和菓子 季節限定商品 ご進物など〕

和食処

［所 在 地］加茂町河原東大門 15
［電
話］0774-76-7638
［営業時間］10:00～18:00
［
］10:30～18:00
［定 休 日］
［メニュー］おはぎ 一つ 120 円(税込)
赤飯 1 パック 350 円(税込)など
［ひとこと］自家製粒あんを使った『おはぎ』が
名物です。お子様でも安心して召し上がって
いただけます。他に季節限定商品や数量限定
商品もございます。是非ご利用くださいま
せ。

相楽

〔定食・軽食・喫茶〕

［所 在 地］加茂町岡崎出羽 14
［電
話］0774-76-5551
［営業時間］7:00～23:00
［
］11:00～14:00
5 個以上：加茂町内
10 個以上：加茂町以外
［
］10:00～17:00
［定 休 日］不定休
［メニュー］焼肉定食 1,000 円
［ひとこと］ボリューム満点の焼肉定食が人気！
ちょっと小腹がへった時にはテイクアウトで
ホルモン煮やおでんもお勧めです。誕生日会な
どのイベント用にオードブルも予約制で対応
可能。 家で食べる機会が増えたので、いつもと
違う雰囲気を味わいたい時にピッタリです！

かま田

〔うどん・居酒屋・ふぐ〕

［所 在 地］加茂町河原東大門 16-1
［電
話］0774-76-6335
［営業時間］11:30～14:00 17:00～
［
］11:30～21:00（前日までに要予約）
［定 休 日］火
［メニュー］てっちり 10,000 円（2～3 人前）
［ひとこと］本格的なてっちりが味わえるお店！
こだわりは鮮度！！水槽で泳いでいる活けの
ふぐを注文を受けてから捌くので鮮度がピカ
イチ！ 新鮮なふぐとこだわりの自家製ポン酢
との相性は抜群！ テイクアウトでも当日に捌
くので、鮮度抜群！ご自宅で優雅なひと時を過
ごし下さい。

白亜庵

〔会席料理・仕出し〕

［所 在 地］加茂町里中門伝 90
［電
話］0774-76-2110
［営業時間］11:30～15:30 17:00～22:00
［
］11:00～18:00 要予約（前日まで）
加茂全域、木津一部地域、山城一部地域
［
］11:00～18:00（前日までに要予約）
［定 休 日］水
［メニュー］会席パック 2,000 円～
［ひとこと］創業 70 有余年、地域に親しまれてい
る歴史あるお店です。 店内は落ち着いた雰囲
気で、冠婚葬祭のご宴会（無料送迎あり）、歓送
迎会、忘年会、新年会、同窓会、友人との会等、
さまざまなシーンでご利用下さい。落ち着いた
空間でおいしい料理を食べながらゆったりし
たひと時をお過ごしください！

※掲載内容は登録日時点の情報です。今後随時更新していく予定です。 ※最新情報や販売価格など掲載情報に関するお問い合わせは直接店舗までお願いしま
す。 ※新型コロナウイルス感染症対応として、期間限定で掲載しています。 ※テイクアウト等は新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減することはできま
すが、リスクがゼロになるわけではありません。ご注文の際は自身で予防、対策を行ってください。 ※市は、掲載内容に関する一切の責任を負いません。

②

ハッシュタグ

デリバリーOK テイクアウトOK

めし

デリバリーきづがわ「 ＃ 木津川エール飯」登録店舗【加茂地域】
かなめ寿司

ラージャ加茂店

〔寿司・定食〕

［所 在 地］加茂町駅東 2-5-3
［電
話］0774-76-9005
［営業時間］11:00～15:00 17:00～22:00
［
］11:00～15:00 17:00～22:00
［定 休 日］木(15:00～)
［メニュー］チーズナンセット 980 円
［ひとこと］来日は友人に誘われたのがきっか
け。祖国でもカレー店を営んでいましたが、
木津川市が大好きでこの地で永住を決めま
した。素材にこだわり、
“味”が違います。小
麦粉は日本製、カレースパイスは祖国ネパー
ルから取り寄せた本物です。辛いものが苦手
な方も甘口から激辛まで５種類の辛さが選
べます。お好きなカレーと合わせて、お勧め
のチーズナンをご賞味ください。

［所 在 地］加茂町駅西 1-5-2
［電
話］0774-76-2038
［営業時間］11:30～13:30 17:00～22:00
［
］11:30～13:30（加茂町のみ）
［
］11:30～13:30（2 人前以上）
［定 休 日］第一、第三、第五水
［メニュー］日替わり定食 750 円
［ひとこと］奈良の中央市場で仕入れた、
この道 50
年の大将が選んだその日一番美味しい魚が食
べられる日替わり定食は絶品です。なかなか口
にすることができない天然のスッポン鍋やボ
タン鍋も食べられます。美味しいだけではな
く、美容や健康を意識している方にもお勧め！

鉄板焼き・お好み焼き お食事処いこい

〔鉄板焼き・お好み焼き〕

［所 在 地］加茂町駅東2-6-10 ﾋﾟｭｱﾊﾟﾚｽ B101
［電
話］0774-76-6363
［営業時間］11:30～23:30
［
］11:30～21:00
［定 休 日］月
［メニュー］牛ホルモン焼き 750 円
［ひとこと］今年からテイクアウトもはじめまし
た。新鮮なだけではなく、下処理を丁寧にお
こなっている業者から仕入れた「牛ホルモン
焼き」や、お客様のアイデアで誕生した「う
そ焼き（うどんとやきそばのミックス焼き、
牛油かす入り）」は、他では食べられない逸
品です。

〔インド・ネパール料理〕

かずキッチン

〔とんかつ・串カツ専門店〕

［所 在 地］加茂町駅東 1-3-6
［電
話］0774-76-7611
［営業時間］11:30～13:30 17:30～20:00
［
］11:30～13:30 17:30～20:00
［定 休 日］月、火、（不定休:水）
［メニュー］ヒレかつ定食 1,340 円
（昼 100 円引）
［U R L］
https://r.goope.jp/sr-26-262141s0036
［ひとこと］「ロースカツの無い」とんかつ屋！
ヒレかつ定食がお勧め。作り置きが無いの
で、提供までに時間がかかるが、早めの予約
で「衣」付けなど、下準備をしてお待してお
ります。コロナ感染症対策も実施済で、安心
してお食事が出来ます。

※掲載内容は登録日時点の情報です。今後随時更新していく予定です。 ※最新情報や販売価格など掲載情報に関するお問い合わせは直接店舗までお願いしま
す。 ※新型コロナウイルス感染症対応として、期間限定で掲載しています。 ※テイクアウト等は新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減することはできま
すが、リスクがゼロになるわけではありません。ご注文の際は自身で予防、対策を行ってください。 ※市は、掲載内容に関する一切の責任を負いません。
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山城大福園

〔お茶小売〕

［所 在 地］加茂町里小田 1-1
［電
話］0774-76-4172
［営業時間］9:00～18:00
［
］9:00～17:30
［
］9:00～17:30
［定 休 日］日、祝
［メニュー］昔ながらの京番茶 かおり番茶
580 円（200g）
［ひとこと］一押しは、昔ながらの京番茶「かおり
番茶」！名前のとおり香りがよく香ばしい香り
が鼻から抜けていきます。実は、昔からある商
品で珍しくはないが今は取り扱い店が少なく
なった商品。炙り方が独特で茶葉の形がそのま
ま残っていることが特徴です。もちろん緑茶に
もこだわりがあり、１００％地元産です。

かもめの台所

〔和食・カフェ〕

［所 在 地］南加茂台 4-15-6
［電
話］0774-66-1895
［営業時間］木（ランチ）11:30〜14:00
月・水・金（カフェ）9:00〜16:00
（モーニングは 11:00 まで）
［
］11:30～14:00（木曜日）
［定 休 日］第ニ火（午前）、土、日
［メニュー］かぐや姫御膳（週替わり）1,080 円
［U R L］http://www.npo-kamome.com/
［ひとこと］放置竹林整備に携わる中で、筍を普
及させたい思いから、筍にこだわった商品や
お弁当を販売しています。手作りにこだわっ
た体に優しい、家庭の味の商品やお弁当が味
わえます。（電話予約をおすすめします）是
非おいしい筍料理をご賞味ください！

※掲載内容は登録日時点の情報です。今後随時更新していく予定です。 ※最新情報や販売価格など掲載情報に関するお問い合わせは直接店舗までお願いしま
す。 ※新型コロナウイルス感染症対応として、期間限定で掲載しています。 ※テイクアウト等は新型コロナウイルス感染拡大リスクを低減することはできま
すが、リスクがゼロになるわけではありません。ご注文の際は自身で予防、対策を行ってください。 ※市は、掲載内容に関する一切の責任を負いません。
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