
お食事
Food

地元の人がオススメする
おいしいお店！ 
和食に中華、イタリアン。
いろんなジャンルをご紹介
します。

駐車場あり ホームページあり

MAP
E-6

店長厳選お肉

五條市民に限らず、
多くの人に愛される
焼肉店。様々な部位
を店長自ら厳選。上

質肉からお値段以上のお肉やホルモンなど、自
信を持って提供されているので美味しいこと間違
いなし。自家製タレとの相性も抜群です。

うず潮13

・JR五条駅より徒歩15分

五條市今井４-444-1　TEL.0747-26-1129
［営］11:00～14:00 / 17:00～21:00
［休］水・木曜日

いいにく

柿づくし遊膳

MAP
G-6

五條市の母なる川、吉
野川を眺めながらの
お食事。春は筍、夏は

天然鮎、秋は五條市が誇る日本一の柿を使っ
た料理と旬の食材をおいしくいただける。2011
年、眺望の良いレストラン認定店。

レストランよしの川12

五條市小島町449-1　TEL.0747-23-0123
［営］平日 11:00～15:00
       土・日・祝  11:00～15:00 / 17:00～19:30
［休］水曜･第3火曜日※祝日にあたる場合は翌日
・JR五条駅より徒歩25分

ローストビーフ丼

五條市居伝町465-103　TEL.0747-27-1151
［営］10:00～15:00　
［休］日曜・祝日 ※臨時休業あり
・JR北宇智駅より徒歩12分

MAP
G-2

カラダが喜ぶヘルシー
ランチ＆手づくりスイー
ツのお店です。スイー
ツもおいしいのですが、

ボリュームたっぷりのローストビーフ丼は見た目
も美しくとってもおいしい！

ハップシュー カフェ
HAPSHUU CAFE3

MAP
D-7

日替わりランチ

JR五条駅からすぐのと
ころにあるランチとファ
ストフードの専門店。地
元の野菜をふんだんに

使った日替りランチが大人気！そして15時から
はファストフードメニューが楽しめます。

LUNCH & FOOD
YAKKO

五條市須恵3-2-16　TEL.0747-22-2603
［営］11:00～14:00 / 15:00～19:30
        ※火・木 ～17:00
［休］土・日・祝祭日
・JR五条駅より徒歩1分

15 MAP
D-7

鉄板焼き

鳥の様 な々部位が食
べれる鉄板焼きはす
ごくおいしいです。特
に五條名物のヒネ鳥

はコリコリした食感がたまりません。塩で食べ
てもタレで食べてもおいしいですよ。

鳥善

・JR五条駅から徒歩1分

五條市須恵3-3-25　TEL.090-8386-6698
［営］17:00～23:00
［休］日曜日

16

おまかせ弁当

MAP
D-6

ＪＲ五条駅前にある喫茶
店。ジェームズ・ディーン
似のクールなマスターが
作る料理は愛情たっぷ

り。和食に洋食、メニューレパートリーは豊富。
地元の人がふらっと立ち寄る、地元民に愛され
るお店。

きくや

五條市須恵3-5-7　TEL.0747-22-2438
［営］8:00～20:00
［休］日曜日
・JR五条駅おりてすぐ

14
ピッツェリア ランバーミル
PIZZERIA LUMBERMILL

石窯ピッツァ

五條市住川町888-22  TEL.0747-22-1461（予約可）
［営］11:00～18:00 
［休］毎週月曜・第3日曜日 ※臨時休業あり

・JR北宇智駅より徒歩18分

MAP
G-2

こだわりぬいた石釜で
焼かれたイタリア・ナポリ
のピッツァ！生地は北
海道産と地元産の小麦

を使用し、小麦が香ったおいしい生地です。種類
も豊富なのでいろんなピッツァが楽しめますよ。

4 MAP
G-2

中華定食

やわらかジューシーな
唐揚げやふわふわなエ
ビ玉など、大人から子供
までテンションが上がる

美味しい中華の人気メニューが勢揃いした中華
定食。メニューに迷ったらこの中華定食で間違
いなし！

好楽

五條市住川町91-232　TEL.0747-23-5800
［営］11:00～13:30 / 17:00～21:30
［休］日曜日
・JR北宇智駅より徒歩約11分

5

卵かけごはん

MAP
D-1

阪本養鶏さんの朝の産み
立て白鳳卵と地元農家さ
んが作ったこだわりのお米
で食べる卵かけご飯はお

いしすぎ！！卵は何個使ってもお値段はそのままな
ので、卵好きにはたまらないお店。卵かけご飯は
土・日のみの営業、平日は地元の食材を使ったス
イーツを販売。だしまき卵もおいしいですよ。

たまごのたまこ1

五條市小和町1603-1　TEL.090-9118-0840
［営］土・日 11:00～15:00(L.O.14:30)

土・日以外 13:00～(要問い合わせ)  ［休］不定休
・JR北宇智駅より徒歩33分、または車で10分

ひまわりBセット

五條市田園3-20-4　TEL.0747-23-0535
［営］11:00～15:00（L.O.14:00） / 17:00～21:00（L.O.20:00） 
［休］火曜、第1・3月曜日

・JR五条駅より徒歩35分、または車で10分

MAP
B-5

住宅街にある洋食屋さん。
一番人気は、Ｂセット。デ
ミグラスソースのかかった

ハンバーグとタルタルソースたっぷりのエビフラ
イが食欲をそそります。サラダもリンゴと玉ネギ
のさっぱりした自家製のドレッシングで絶品！

8 ひまわり

ばあくランチ

MAP
D-1

愛情こめてじっくり育て
た豚肉を使ったばあく
ランチは本当においし
い！野菜も自家製なの

で安心。お土産にソーセージを買って帰れば
違いの分かる人と言われること間違いなし！

2

五條市小和町719　TEL.0747-25-0701
［営］9:00～16:00  ※ランチ・喫茶（11:00～14:00）
［休］水曜・日曜日 ※臨時休業あり
・JR北宇智駅より徒歩38分、または車で10分

ばあく
えびフライ定食

MAP
G-511

五條市今井5-10　TEL.0747-24-3688
［営］11:30～15:00 / 17:00～20:00
［休］水曜日

・JR五条駅より徒歩25分

みんな大好きエビフラ
イ定食はサクサク衣に、
プリプリの大きなエビ
で食べ応え抜群！セッ

トの小さなうどんも自家製麺でとっても美味し
いです。お得なセットを是非！

手打ちそば鼓MAP
A-5

ランチコース

9

・JR五条駅より徒歩45分、または車で12分

五條市中之町1139　TEL.0747-22-8777
［営］11:00～21:00（要予約）
［休］月曜日

ランチコース

五條市で本格イタリア料
理が楽しめるお店。素材
に徹底的にこだわり、全
国から取り寄せた旬の

食材を使った料理は格別。また、自家製パンは
一度ご賞味の価値大アリです。

カンタレーレ

五條市須恵2-3-28　TEL.0747-24-2800
［営］8:30～20:00 ※食事要問合せ
［休］不定休

MAP
D-7かぎおか

・JR五条駅より徒歩4分

舟盛り

17

魚料理のおいしいお
店です。おすすめは
もちろん旬の新鮮な
魚を使った魚料理
です。グループでの

利用におすすめです。店頭で販売しているお惣
菜もおいしいですよ。

五條市なつみ台1-4　TEL.080-1456-4478
［営］8:30～16:30
［休］日曜日・不定休

カレーとパンケーキの
お店！五條市特産の
柿を使ったカレーを作
るために研究を重ねた

カレーは抜群。おすすめは野菜カレー！素揚げ
した野菜がトッピングされていて、ヘルシーに食
べることができますよ。デザートはパンケーキで！

MAP
A-6

・JR五条駅より車で12分

野菜カレー

10 ケ・セラ

海鮮丼

五條市住川町333-3　TEL.0747-25-3230
［営］11:00～14:00 / 17:00～21:00
［休］無休（水曜日は昼のみ営業）  ※売切れ次第終了

・JR北宇智駅より徒歩8分

MAP
G-36 浅野屋

海のない町でおいしい
鮪が食べられるお店！
鮪の色々な部位を使っ

たバリエーションが豊富なメニュー。その中で
も人気なのは、鮪のおいしいところが食べられ
る贅沢な「海鮮丼」。から揚げも絶品です！

五條市田園4-9-3　TEL.050-1405-7625
［営］11:00～16:00
［休］水曜日

MAP
C-4

・JR五条駅より車で10分

生パスタランチ

7 キッタラ

生パスタの専門店です。
おすすめは生パスタラン
チ！パスタソースやバゲッ
トのバターは選ぶことが
できるので、自分好みに

できるのはうれしい！モチモチがたまらない生パ
スタはもちろん、デザートも美味しいですよ。

［4P］［3P］


