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来来亭 木津川店 〔ラーメン・チャーハン・餃子・唐揚げ〕 

［所 在 地］州見台 1 丁目 1-1 

［電 話］0774-71-8080 

［営業時間］10:00～22:00 

［ ］10:00～22:00 

［定 休 日］無休 

［メニュー］ラーメン 今なら 540 円（税込） 

      全商品 15 %引き 

［U R L］https://www.rairaitei.co.jp/ 

智基 〔焼肉〕 

［所 在 地］木津南垣外40-6 

［電 話］0774-72-5423 

［営業時間］17:00～ 

［ ］12:00～21:00 

［定 休 日］月 

［メニュー］牛スジ丼 500円（税込） 

       牛そぼろ丼 500円 

       スタミナ丼 750円 

       ※スープ付きの場合 +50円 

［ひとこと］皆さまのご来店お待ちしております！ 

きづいち 〔鉄板での焼き物全般〕 

［所 在 地］川原田 33-3 
［電 話］0774-72-9940 
［営業時間］平日 17:00～20:00 
       土日祝11:00～14:00/17:00～20:00 
［ ］各営業時間終了 30 分前まで 
［定 休 日］月 
［メニュー］たこ焼き 320～680 円（税込） 
      お好み焼 780～1,280 円（税別） 
      焼きそば 680～1,280 円（税別） 
      一品 480～580 円（税別） 
      串焼き 120 円～（税別） 
［U R L］http://niki-group-japan.com/kizuichi/ 
［ひとこと］創業40余年、昔ながらの味で皆様に喜んで

いただいております。大きないいだこがゴロっと丸まる
一匹入ったいいだこ焼き等の新メニューも好評です！ 

※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。 

① 

ｒ& 〔洋菓子〕                      

［所 在 地］州見台5-1-10 ライブリー州見102 

［電 話］0774-72-5052 

［営業時間］12:00～19:00 

［テイクアウト］13:00～18:00（1週間前までに要予約） 

［定 休 日］不定休 

［メニュー］お花のレースサブレ 432円 

［U R L］https://www.instagram.com/r_and_official/ 

［ひとこと］食べられる本物のお花と、レース模様が美しい

『お花のレースサブレ』。モッチリとした食感とラム酒の

風味豊かなフランスの伝統焼菓子『カヌレ』。どちらもご

注文いただいてから、ココロを込めて提供中！ 

https://www.rairaitei.co.jp/
http://niki-group-japan.com/kizuichi/
https://www.instagram.com/r_and_official/
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※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。 

無鉄砲 総本店 〔ラーメン〕 

［所在地］梅谷髯谷15-3 ［電話］0774-73-9060 
［営業時間］11:00～22:00（20:00～22:00 はテ

イクアウトのみの販売） 
［ ］11:00～22:00（電話予約 OK） 
［定 休 日］月（祝日の場合は営業） 
［メニュー］ラーメン（とんこつ・限定正油・ 
 （税込） W スープ） 各 780 円 
      スペアリブ 300 円 
      自家製激辛高菜 300 円 
      自家製にんにく正油 250 円 
［U R L］http://www.muteppou.com/ 
［ひとこと］営業時間内もテイクアウトできます。＊お

好きな時にご自宅で作れるラーメン(冷凍スープ)、
＊出来たてそのまま召し上がれるラーメン(簡易容
器) 2種類ご用意してお待ちしております。 

ichi standard 〔おばんざい・お野菜〕 

［所 在 地］木津大次 44-1 
［電 話］0774-74-8275 
［営業時間］月木 9:00～15:00 
      火水金土 18:00～22:00 
［ ］注文 9:00～14:00 
      受け渡し 11:00～15:00 
［定 休 日］日 
［メニュー］おばんざい弁当 850 円 
 （税込） 揚げ生春巻き弁当 700 円 など 
［U R L］https://ichi-standard.com/lunchcafe/ 
［ひとこと］人気のおばんざいランチがお弁当

に！パンや焼き菓子もご用意してます。ご予
算に合わせたお弁当もお作り出来ます！ 

奈々 〔弁当・軽食〕 

［所 在 地］木津南垣外 40-10 

［電 話］0774-72-5416 

［営業時間］8:00～21:00 

［ ］11:00～14:00 

［ ］8:00～19:30 

［定 休 日］日、祝 

［メニュー］日替わり弁当 600 円（税込） 

［ひとこと］手作りで野菜たっぷりの愛情弁当 

あいはうす鹿背山 〔惣菜カフェ〕 

［所 在 地］鹿背山当田 68 
［電 話］0774-73-1414 
［営業時間］11:00～17:00 
［ ］11:00～17:00（ ） 
［定 休 日］日 
［メニュー］おまかせ惣菜 4 種とメイン料理のお

弁当 880 円 
      おまかせ惣菜9種のお弁当 1,250円

（ごはん無し 1,080 円） 
［U R L］https://i-house.jp/kaseyama/ 
［ひとこと］ウィルスの免疫アップに野菜を！！  

野菜たっぷり惣菜おまかせ弁当絶賛販売中！！ 

 

 

http://www.muteppou.com/
https://ichi-standard.com/lunchcafe/
https://i-house.jp/kaseyama/
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※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。 

③ 

ほっこりカフェ みちぐさ 〔おばんざい・弁当〕 

［所 在 地］木津清水 62-2 

［電 話］0774-85-1253 

［営業時間］10:00～16:00 

［ ］11:30～14:00 

［定 休 日］土、日、祝 

［メニュー］日替わり弁当 600 円 

［ひとこと］昨年 9 月にオープンしたばかりのお店です。国産野菜

などを使っておばんざいを作っています。ご予約、ご注文お待ち

しています。 

パン工房 Haru-Kanade ハルカナデ 〔パン〕 

［所 在 地］城山台 7-26-3 
［電 話］0774-73-9719 
［営業時間］10:00～19:00 
［ ］現在テイクアウトのみ 
      週１～昼休み社内販売させていただける近隣の会社様

募集中 
［定 休 日］火、木、土、日 
［メニュー］食パン、菓子パン、惣菜パン、サンドイッチ、シフォンケー

キなど 120円～ 
［ひとこと］100%国産小麦使用。赤ちゃんからお年寄りまで食べや

すい優しい味のパンを、中身からひとつひとつ丁寧に、天然酵母
を使って時間をかけて一人で作っています。 

本家 かまどや 山田川店 〔弁当〕 

［所 在 地］相楽城西 23-2 

［電 話］0774-72-5598 

［営業時間］10:00～21:00 

［デリバリー・テイクアウト］10:00～13:30／18:00～19:30 

      ※デリバリー範囲には制限があります。 

［定 休 日］不定休 

［メニュー］のり弁当 330 円 

      カラめんたい弁当 620 円 

［ひとこと］パーティープレート（要予約）、おかずのみも対応出来

ます。皆様のご来店、心よりお待ちしております。 

大福屋なかむら 〔大福・和菓子〕 

［所 在 地］相楽城下 100-14 北ノ庄バス停前 

［電話番号］0774-72-3624 

［営業時間］10:00～17:00 

［ ］10:00～17:00 

［定 休 日］火 

［メニュー］わらび大福 1 個 140 円 他 

［ひとこと］季節の大福・和菓子を取り揃えてま

す。ご来店の際は「マスク等の着用」お願い

しております。 
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旅猫食堂 〔惣菜盛り合わせとドリンクセット〕 

［所 在 地］木津池田 2-5/2F 

［電 話］0774-66-2004 

［営業時間］17:00～23:30 

［ ］17:30～21:00 

［定 休 日］第 1、第 3 月・火曜日 

［メニュー］肴（あて）BOX 

［U R L］ 

https://www.facebook.com/tabi.neko.dining/ 

［ひとこと］色々な酒肴と多彩なドリンクメ

ニューを取り揃えています。 

とれたてダイニング柳生 〔和創作和食〕 

［所 在 地］州見台5丁目21-9 

［電 話］0774-73-1336 

［営業時間］11:00～14:30、17：00～22：00 

［ ］11:00～21:00 

［定 休 日］毎週木曜日と第二水曜日 

［メニュー］創作弁当 千円（税抜）～（500円ごと） 

［U R L］https://www.yagyu2006.com/ 

［ひとこと］2006年オープン以来地元で人気の和食 

店です。女性のお客様が多数こられます。 

駐車場は7台ございます。 

ご来店の際はおTEL頂けるとありがたいです。 

レストランやましろ〔定食、洋食、和食、軽食、麺類〕 

［所 在 地］木津川原田14-3  
［電 話］0774-72-1353 
［営業時間］平日 9:00～15:00、17:30～22:00 
      土日祝 9:00～22:00 
［ ］11:30～20:00 
［ ］営業時間に準ずる 

［定 休 日］水曜日、第 3 水曜日・木曜日(連休) 
［メニュー］日替わり B ランチ 770 円 

 お弁当 800 円 
［U R L］https://alco-uj.com/ryamashirotakeout/ 
［ひとこと］地場産の材料、手仕込みのソース等を

使用した、安心安全を心がけた昔懐かしい変わ
らない美味しさの料理をご提供しております。 

※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。 

④ 

Boulangerie Faveur 〔ベーカリー〕 

［所 在 地］州見台5-1-10 ライブリー州見103 

［電 話］0774-66-4607 

［営業時間］10:00～18:00 

［ ］10:00～18:00 

［定 休 日］火、水 

［メニュー］純国産 極選食パン 1斤350円 

［ひとこと］可能な限り国産の原材料を使い、添加物や保

存料も使わず、手間暇をかけて多種類のパン生地を作

り続ける理由・・・それは素材が引き出す本当の美味

しさを楽しんでもらいたいから。店主のパンへの熱い

想いがつまった、それぞれの違った風味や食感のパン

は一度口にしたらリピート間違いなし！です。 

https://www.facebook.com/tabi.neko.dining/
https://www.yagyu2006.com/
https://alco-uj.com/ryamashirotakeout/
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五丁目パン工房 ほたはる 〔ベーカリー〕 

［所 在 地］相楽台5-2-15 
［電 話］0774-73-5030 
［営業時間］水～土 9:00～20:00  日 7:00～18:00 
［ ］配達員の在宅日11:00～19:00 

（相楽台エリア限定） 
［ ］水～土 9:00～20:00  日 7:00～18:00 
［定 休 日］月、火 
［メニュー］クリームパン 190円 
［U R L］http://www.facebook.com/hotaharu0423 
［ひとこと］住宅街の中にある隠れ家的なお店です。 菓子

パンを中心に、２5種類ほどのパンを焼いています。 
添加物を使っていないので、小さなお子様にも安心し
て食べさせられる素朴な味わいのパンが豊富。 ご家
族でどうぞ！ 

御菓子司 長盛堂 〔和菓子〕 

［所 在 地］木津八色39 
［電 話］0774-72-0346 
［営業時間］9:00～18:30 
［ ］9:00～18:00（3 個以上） 

（山城地域全般（その他地域は要相談）  
［ ］9:00～18:30 
［定 休 日］水 
［メニュー］溶けない！？くずバー 150円～200円 
［U R L］https://cho-seido.net/ 
［ひとこと］木津川市で和菓子屋を営んで、百有余年。「和

菓子は餡が命」。豆にこだわった自家製餡を使い、昔な
がらのお饅頭や、大福・四季折々 の上生菓子を製造販売
中。その中でも、葛をベースとした「くずバー」は、溶
けてもなくならないアイスとして大人気商品！ 

※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。 

⑤ 

米 COME HOUSE ふじばやし 〔米穀類〕 

［所 在 地］相楽城下144-7 
［電 話］0774-72-3626 
［営業時間］9:00～19:00 
［ ］9:00～19:00（要予約） 
［ ］9:00～19:00（要予約） 
［定 休 日］日 
［メニュー］山城産ヒノヒカリ 時価 
［ひとこと］五つ星マイスターが全国の数あるお米
の中から厳選した商品のみ販売。 お客様に合ったお
米をセレクトし、必要な量だけ精米します。 事前の
連絡でご自宅までお届けも可能。 お米のことなら何
でも相談してください。 

とみやま米穀店 〔米穀類〕 

［所 在 地］木津町西垣外 31 
［電 話］0774-72-0040 
［営業時間］8:00～18:00 
［ ］10:00～16:00（5kg 以上） 

（木津川市近郊） 
［ ］8:00～18:00 
［定 休 日］日、祝 
［メニュー］京都府産こだわりヒノヒカリ  

5kg2,340 円 
［U R L］https://tomiyama-rice.com 
［ひとこと］全国優良食品店受賞！ 食べてわかる

確かな味！ お届けするお米は、単においしさ
を求めるだけでなく、より安全で安心して食
べていただけるよう、店主が直接生産地まで
足を運んで、選び抜いた自信作をご賞味下さ
い！ 

http://www.facebook.com/hotaharu0423
https://cho-seido.net/
https://tomiyama-rice.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パティスリー ベルヴェール 〔洋菓子〕 

［所 在 地］城山台7-2-6 ハッピーヒルズ1F 
［電 話］0774-26-3036 
［営業時間］10:00～18:30 
［ ］10:00～18:30 
［定 休 日］日、月 
［メニュー］なめらかプリン 184円 
［U R L］http://www.bellevert3.com/ 
［ひとこと］すべて店内工房で作る洋菓子です。 おすすめの

なめらかプリンは、北海道よつ葉乳業の牛乳とさくらた
まご、鹿児島県産のミネラル豊富な洗双糖でお作りする
シンプルで優しいプリンです。 季節毎のお菓子も好評で
す。 

084 〔サンドイッチ・食堂・アルコール〕 

［所 在 地］城山台7-4-1 
［電 話］0774-73-0084 
［営業時間］10:00～17:00 
［ ］11:00～15:00 18:00～23:00 

（日のみ11:00～16:00） 
ご注文金額1,500円～配達可（要予約） 
配達エリア 城山台・梅美台・州見台  

［ ］月～土 10:00～14:30 18:00～23:30 
（日のみ 10:00～16:30） 

［定 休 日］木 
［メニュー］アメリカンクラブハウスサンド 1,000円 
［U R L］https://www.instagram.com/084delicatessenrestaurant/ 
［ひとこと］メニューがとても豊富で、サンドイッチとライスプレ

ートで50種類ほどあり、本格的な味はもちろんのことメニュ
ー選びをお楽しみください‼デリバリー注文で、自宅でも本
場さながらのアメリカンな料理が味わってください‼アメリ
カンクラブハウスサンドのボリュームは凄いです！ 

デリバリーきづがわ「 ＃
ハッシュタグ

木津川エール飯
めし

」登録店舗【木津地域】 
デリバリーOK テイクアウトOK 

パンと和菓子のお店 mochiri 〔パン・和菓子〕 

［所 在 地］城山台7-16-7 

［電 話］0774-27-4867 

［営業時間］10:30～18:00 

［ ］10:30～18:00 

［定 休 日］月、火、土 

［メニュー］動物パン 162円 

［U R L］https://www.instagram.com/mochiri__/ 

［ひとこと］「見ても楽しい、食べても美味しい、ワクワクさせ

る」 をコンセプトにしたパンと和菓子のお店です。 可愛

らしい動物パン、クッキー、和菓子から、定番商品まで、

幅広く販売中。 新食感アイスの「もちり棒」を一度、ご

賞味あれ！ 

パン工房 風いろ小麦 〔ベーカリー〕 

［所 在 地］城山台11-22-8 

［電 話］0774-73-5800 

［営業時間］9:00～18:00 

［ ］9:00～18:00 

［定 休 日］日、木 

［メニュー］ミルク食パン 1斤330円 

［U R L］https://r.goope.jp/kazeirokomugi 

［ひとこと］生で食べても本当に美味しい「 ミルク食パン」を

始め、こだわりの食パンが日替わりで９種類、北海道産ラ

イ麦・自家製酵母使用の「カンパーニュ」など、「おうち

ごはん」にピッタリのパンが必ず見つかります。 皆様の

「パンdeおうちごはん」を風いろ小麦のパンで是非!! 

※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。 

⑥ 

http://www.bellevert3.com/
https://www.instagram.com/084delicatessenrestaurant/
https://www.instagram.com/mochiri__/
https://r.goope.jp/kazeirokomugi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

⑦ 

+Marsh Mallow 〔洋菓子〕 

［所 在 地］梅美台2-11-10 
［電 話］0774-26-4667 
［営業時間］10:00～18:30 
［ ］10:00～18:30 
［定 休 日］月、木 
［メニュー］生チョコセット 1,800円 
［U R L］ 

https://marshmallow-dessert-shop.business.site 
［ひとこと］人気のピスタチオをはじめ色鮮やかなケーキ、

焼菓子等を取り揃えています。 お勧めはご自身でセレ
クトできる生チョコとトリュフをセットした一箱で
す。「選ぶ楽しさ、もらう嬉しさ」を大切にしているこ
とが分かる逸品です。是非、ご来店いただき、セレクト
を楽しみ、自分のご褒美にもいかがでしょうか。 

デリバリーきづがわ「 ＃
ハッシュタグ

木津川エール飯
めし

」登録店舗【木津地域】 
デリバリーOK テイクアウトOK 

お食事処 木津川 〔定食・一品料理〕 

［所 在 地］城山台1-28-12 

［電 話］0774-73-3456 

［営業時間］11:00～17:00 18:00～22:00 

［ ］11:00～17:00 18:00～22:00 

［定 休 日］無休 

［メニュー］唐揚げ定食 880円 

［U R L］ 

https://kizugawa-kindlife.net/ 

［ひとこと］ランチはボリュームたっぷりの定食、

夜は懐石料理や一品料理の居酒屋が人気 

https://marshmallow-dessert-shop.business.site/
https://kizugawa-kindlife./

