
2021.1.13 時点

番号 店名 住所 ＴＥＬ 業種 定休日 お店PR

1 丹波レストラン×菓子工房　あれっと 丹波市 青垣町佐治156-1 0795-87-2000 洋食・ケーキ 水曜・木曜 長年京都で腕を振るってきたフレンチシェフの料理

2 そば処　大名草庵 丹波市 青垣町大名草1003 0795-87-5205 そば 月・火・水 国内産そば粉店内石臼挽き

3 道の駅あおがき 丹波市 青垣町西芦田541 0795-87-2300 道の駅 火曜日 打ち立て・ゆがきたてのそばがおいしい

4 焼肉いっちゃん 丹波市 青垣町佐治105-1 0795-87-1605 焼肉店 月曜日 食肉小売店直営の焼肉店

5 あまご村 丹波市 青垣町大名草 898 0795-87-5556 あまご料理 不定休

6 黒井屋 丹波市 青垣町佐治597 0795-87-0013 料理旅館 不定休

7 ウッディ氷上店 丹波市 氷上町市辺427-1 0795-82-4725 洋食 無休

8 つばきや氷上店 丹波市 氷上町稲継 67-1 0795-82-4411 お好み焼き 月曜日

9 レストラン昭和 丹波市 氷上町成松520 0795-82-3606 和洋食 月曜・不定休

10 アンジェ 丹波市 氷上町横田622-1 氷上ファ-ストホテル 090-5010-1389 洋食 月曜日

11 花菱 丹波市 氷上町横田622-1 氷上ファ-ストホテル 0795-82-5879 居酒屋 日曜日

12 創作イタリア料理DEN 丹波市 氷上町稲継67-1 0795-82-5571 イタリアン 月曜・不定休

13 回転寿司　すし官太　氷上店 丹波市 氷上町本郷489-3 0795-82-1368 回転すし 無休

14 モスバーガー丹波ゆめタウン店 丹波市 氷上町本郷300 ゆめタウン 0795-82-3838 ファーストフード 不定休

15 スターバー 丹波市 氷上町本郷300 ゆめタウン 0795-82-8170 ファーストフード 定休日

16 若駒　 白雲閣 丹波市 氷上町市辺202-5 0795-82-4545 和食 火曜日 個室スタイルのお座敷もご用意

17 レストラン若駒錦州亭 丹波市 氷上町長野296-1 0795-82-8282 和食 火曜日 関西池田記念墓地公園内に併設されている

18 中華料理　ハルピン 丹波市 氷上町本郷300 ゆめタウン 0795-82-8658 中華 無休 26年間地元の方々にお世話になっているお

19 休養施設やすら樹 丹波市 氷上町清住1068-1 0795-82-0678 休養施設 第3水曜 個室でゆっくりと丹波の味覚をお楽しみ頂けます

20 ガスト 氷上柏原店 丹波市 氷上町稲継堂ノ坪249-1 0795-88-9710 ファミレス 無休

21 スシロー氷上店 丹波市 氷上町本郷485-1 0795-88-9705 回転すし 不定休 スシローアプリで簡単予約！

22 七輪亭 鶴べぇ 丹波市 氷上町市辺204-1 080-3869-3729 居酒屋 月・火・水・木

23 焼肉　鍋ホルモン　いわもと 丹波市 氷上町成松573-8 0795-82-4797 焼肉 火曜日 厳選された牛肉、食材と長年培ったプロの技術でおもてなし

24 茶寮ひさご 丹波市 山南町和田132-1 0795-76-0089 和食 月曜・火曜

25 みき寿司 丹波市 山南町和田204 0795-76-0140 寿司 水曜・不定休 個室も完備
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26 料理旅館播磨屋 丹波市 山南町和田279 0795-76-0021 和食・宿泊 水曜・不定休 丹波の山の幸をご堪能ください

27 丹波市立薬草薬樹公園 丹波市 山南町和田338-1 06-6543-8010 和食・薬草風呂 水曜日 薬膳料理と薬草風呂

28 カタシマ丹波店 丹波市 柏原町柏原3083 0795-73-0851 洋菓子 第2月曜 地域素材にこだわったパティスリー

29 来来亭丹波店 丹波市 柏原町南多田181-1 0795-73-1725 ラーメン 火曜日

30 四季膳飛鳥 丹波市 柏原町田路ムクナシ114-1 0795-73-0820 和食 月曜日 名物の天婦羅をご賞味ください

31 丹波の料亭　三友楼 丹波市 柏原町柏原 0795-72-1111 料亭 不定休 創業150年以上　味の老舗

32 ヴォーノ・ピアチェーレ 丹波市 柏原町柏原1306-5 0795-73-7055 イタリアン 年末年始

33 喜作 丹波市 柏原町柏原77-1 0795-72-1044 和食 月曜日 老舗日本料理店

34 美の里庵ｂｙミストフェリーズ 丹波市 柏原町母坪335-1 コモ-レ 0795-73-1245 菓子 第2・3木曜 丹波三宝スィーツ・ジェラート・クレープ

35 イタリア料理オルモ 丹波市 柏原町柏原119 0795-73-3500 イタリアン 火曜・第1水曜 丹波の食材を生かしたイタリア料理店

36 大連飯店 丹波市 柏原町見長5 0795-72-1306 中華 火 (祝日営業)

37 焼肉　やい亭　氷上店 丹波市 柏原町柏原3046 0795-73-1129 焼肉 年中無休

38 年輪の里レストラン　ウッディハウス 丹波市 柏原町田路 102-3 0795-88-5778 洋食 月曜日

39 丹波旬菜田舎家 丹波市 柏原町柏原168-2 0795-72-0311 和食 日曜・不定休 山の芋を使用したメニューは、11月の中旬からのご提供

40 やきとり　まえだ 丹波市 柏原町下小倉 0795-73-0672 焼き鳥 月曜日 手作りのやきとり専門店

41 すってんてん柏原店 丹波市 柏原町南多田225-1 0795-72-1238 居酒屋 不定休

42 トマトアンドオニオン柏原店 丹波市 柏原町母坪335-1 0795-73-1278 洋食 元旦

43 うまいもん横丁　丹波店 丹波市 柏原町柏原 3072-1 0795-78-9884 お好み焼き 不定休

44 らーめん八角　丹波店 丹波市 柏原町柏原 3072 0795-88-5808 ラーメン 不定休

45 cafe ma-no 丹波市 柏原町母坪402-1 0795-71-4110 カフェ 木曜・金曜

46 焼肉 かわむら 丹波市 柏原町柏原2863-3 0795-72-3710 焼肉 月曜日

47 おいでやす 丹波市 柏原町母坪431-1 0795-73-0233 居酒屋 火曜日

48 りぼん 丹波市 柏原町北中39-29 0795-72-3370 お好み焼き 不定休

49 とり料理専門店ととり 丹波市 柏原町柏原143 0795-71-1747 焼き鳥 火曜日 誰でも気軽に焼鳥が楽しめるお店

50 たつみや 丹波市 柏原町柏原3458-4 0795-72-1013 和食 日曜・祝日
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51 ふくちあん柏原店 丹波市 柏原町柏原 1139-10 0795-72-2720 ラーメン 不定休

52 炭火銀燻 丹波市 柏原町母坪376-2 井上テナント102 0795-72-2580 居酒屋 日・月・不定休

53 丹波みなと 丹波市 柏原町田路28-1 0795-73-2838 居酒屋 水曜日 新鮮な魚が食べられるお店

54 ル・クロ丹波邸 丹波市 柏原町柏原688-3 たんば黎明館 0795-73-0096 洋食 水曜日 丹波の食材を活かしたフランス料理店

55 第一旭　柏原店 丹波市 柏原町母坪335-1 0795-72-1700 ラーメン 無休 セットメニューも豊富です

56 ゲストハウスオセヨ韓国家庭料理 丹波市 柏原町柏原3460-4 0795-73-0028 韓国料理 火・水・木 ご予約ください

57 レストラン山の駅 丹波市 柏原町柏原1146-1 0795-72-4402 洋食 火曜日 丹波のご当地グルメメニューが食べられるお店

58 楽笑ダイニングＫ 丹波市 柏原町南多田155-1 0795-73-0053 居酒屋 火曜日

59 善竹寿司 丹波市 柏原町北中60-7 0795-72-2691 寿司 火曜日

60 中島大祥堂　丹波本店 丹波市 柏原町柏原448 0795-73-0160 洋菓子 水曜日

61 居酒屋ばらかもん 丹波市 柏原町母坪431-1 080-7646-1677 居酒屋 月曜・臨時休業 居酒屋定番メニューから、多国籍創作料理まで

62 くら寿司丹波店 丹波市 柏原町田路字半田23番1 0795-73-3610 回転すし 無休

63 BBQ&Burger　BP 丹波市 柏原町大新屋1153-2 0795-86-8239 ハンバーガー 火曜日 森のキャンプ場の中にあるBBQとハンバーガーのお店

64 無鹿リゾート 丹波市 春日町下三井庄1017-1 0795-88-5252 食事・宿泊 水曜日 古民家を改装・ジビエ料理

65 国領温泉　助七 丹波市 春日町国領206 0795-75-0010 温泉旅館 不定休 温泉旅館

66 喫茶 みんなのいえ 丹波市 春日町野村2456 080-8323-1887 軽食・喫茶 木曜、第3水曜 ちょっとひと息、みんなのいえ

67 キッチンたわや 丹波市 春日町古河301 0795-78-9354 洋食 火曜日 丹波栗きん豚をご提供

68 丹波の蕎麦処たかはし 丹波市 春日町平松 526 0795-78-9151 そば 不定休

69 炉端焼　いろはのい 丹波市 春日町多田39番地 0795-74-1716 居酒屋 不定休

70 ワンカフェ丹波 丹波市 春日町小多利358 0795-74-0622 カフェ 不定休

71 炭焼酒場　辻よし  丹波市 春日町野山370-1 0795-74-0801 居酒屋 月曜・不定休

72 そば処 鴨の庄 丹波市 市島町北奥997 0795-85-0234 そば 無休・臨時休業 現在、予約制

73 カフェ　ハクホー 丹波市 市島町上垣36-4 0795-71-1434 軽食・喫茶 火曜日

74 丹波　穂のWonne 丹波市 市島町与戸725-1 0795-86-8156 ケーキ・パン・カフェ 火曜・水曜 緑豊かな景色の中でのランチをどうぞ

75 市島製パン研究所 丹波市 市島町喜多280-2 0795-85-2520 パン 日・月・火・水


