
MAP
C-8

猪のスモークハム

五條で本格フレンチが
味わえるお店です。古い
町屋を改修して落ち着い
た雰囲気の中で食べる

コース料理は至福のひと時です。シェフの趣向
を凝らした自慢のお料理はいかがですか。

レストラン
ラミ ダンファンス アラメゾン

五條市二見1-9-28　TEL.0747-24-2205
［営］11:30～15:00 / 18:00～22:00
［休］水・金曜日

・JR大和二見駅より徒歩7分
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駐車場あり ホームページあり

五條市西吉野町湯塩154　TEL.0747-32-0073
［営］11:30～14:30  ※完全予約制（前日までに）
［休］不定休

・JR五条駅より車で15分

MAP
J

旬の野菜レストラン 

農悠舎王隠堂

お料理に出てくる食材
のほとんどが自家製の
ものを使っているこだわ
りのお店。  季節の野菜

のコースがおすすめ。秋には柿を使った料理も。
五條ならではのお食事をどうぞ。

季節の野菜のコース料理

34MAP
J

五條市西吉野町賀名生1　TEL.0747-32-0080
［営］11:00～16:00  ※ディナーは要予約
［休］月曜日
・JR五条駅より車で14分

国指定重要文化財の堀
家住宅をリノベーション
したお食事や宿泊が楽
しめる施設です。おすす

めは、五條でとれた鹿や猪のジビエ料理！悠
久の時が流れる空間で野趣あふれるジビエ料
理を楽しんでください。

33
鹿と猪のジビエ料理

KANAU Restaurant

MAP
D-7

五條市本町2-2-2　TEL.0747-23-2605
［営］17:30～翌26:00
［休］日曜・第4月曜日

GIROCCO
季節の生フルーツカクテル

・JR五条駅より徒歩12分

古い酒蔵を改装したダイ
ニングバー！ 教えたくない
大人の隠れ家として多く
の人に愛されています。

お酒のこだわりはすごく、豊富な種類のカクテ
ルはどれもおいしく、おすすめです。
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MAP
C-7

江戸・明治期の建物が
軒を連ねる五條新町通
りの一角、築250年の
町家で五條市で採れた

野菜を堪能できる源兵衛。店主が厳選した地
元の旬の食材をご賞味あれ。

五條 源兵衛

五條市本町2-5-17　TEL.0747-23-5566（予約優先）
［営］11:00～14:00 / 17:30～20:30
［休］火曜日
・JR五条駅より徒歩15分
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五條の野菜コース

MAP
C-8

鍋焼きうどん

明治15年創業の五條
の老舗うどん店。人気
は鍋焼きうどん。うどん

はもちろんですが、おいしい出汁を使った丼もお
いしいですよ!落ち着いた雰囲気の中でアツ
アツの鍋焼きうどん…いかがですか。

五條市新町1-11-9　TEL.0747-22-2158
［営］11:00～19:00
［休］第2・4日曜日

・JR五条駅より徒歩20分

25 山直

五條市二見1-5-19　TEL.0747-23-0265
［営］平日 11：30～15：00 / 17：00～20：00

土・日・祝 11：30～15：15 / 16：40～20：00
［休］水曜日

カツ丼

・JR大和二見駅より徒歩5分

他府県民からも愛され
る五條市が誇るうどん
店！！出汁がよくきいた
お汁は最後まで飲み干

してしまうかも…うどんだけでなくおいしい出汁を
使った“かつ丼”も絶品です。

MAP
C-827 大和本陣

炒飯

MAP
D-7

レトロな風情が漂う中華
屋さん。その日の気分で
ガッツリ食べるもよし！
飲むもよし！一番のおす

すめは、家庭では出せない味の炒飯がたまりま
せん。リーズナブルな価格も魅力的です。

ミスター博（ぽを）

五條市須恵2-2-30　TEL.0747-22-1245
［営］11:30～14:00 / 17:00～20:00
［休］水曜日 ※臨時休業あり

・JR五条駅より徒歩5分
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五條市須恵2-1-8　TEL.0747-22-3661
［営］水～金 17:00～21:00/土日祝 11:00～21:00
［休］月曜・火曜日

五條市民に愛されるお
好み焼き屋さんです。
おすすめはオムライスの
ようなモダン焼きです。

モチモチ食感の生地とブレンドソースの相性が
抜群！もちろんビールとの相性も◎！

MAP
D-7力松

・JR五条駅より徒歩6分

モダン焼き
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五條市野原西4-14-3　TEL.0747-39-9030（要予約）
［営］11:00～（L.O.15:30）
［休］第3日曜日 ※予約のない日は休業する場合あり

オムライス

・JR五条駅より徒歩28分

MAP
D-8

古民家を改修したカフェ。
おうちにいるような落ち着
ける空間でゆったりとした
時間を過ごしてください。

おすすめは、ふわふわとろとろのドレスオムライス。
ランチセットも人気です！

Cafe de BON
カフェドボン30

MAP
A-8

五條市二見3-5-22　TEL.0747-22-9777
［営］8：00～17：00
［休］水曜日

・JR二見駅より徒歩10分

女性に大人気のおしゃれ
なカフェ。店長が作る洋
食はどれも絶品ですが、そ
の中でおすすめは、週替

わりのランチメニュー。おいしさのあまり、毎週
通っちゃうかも…

週替わりランチ

Cafe Spoon
カフェ スプーン
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MAP
J

五條市釜窪町1405　TEL.0747-22-8111
［営］11:00～14:00 / 16:00～21:30
［休］火曜日

・JR二見駅より徒歩25分、または車で3分

お刺身とお寿司がおいし
いお店。料理はもちろん
ですが、店長の人柄が
お客さんに愛されていま

す。店長とお話をしながら新鮮な魚料理を楽し
んで、日ごろの疲れを癒し、明日への活力に！！

いこ～屋32
上にぎり

五條市御山町1-2　TEL.0747-22-1739
［営］11:30～14:00 / 17:00～21:30
［休］火曜日

・JR五条駅より車で10分

MAP
D-10

鴨鍋

おいしいお寿司とお鍋が
食べられるお店！イチ押
しは上質な脂と赤身の
鴨肉とおいしい出汁が自

慢の鴨鍋です。家族や友達と一緒にぜひ食べ
に行ってくださいね。締めのお寿司も忘れずに！

31 山海里

五條市野原西2-9-35　TEL.0747-22-1818
［営］11:00～スープがなくなり次第終了
［休］金曜日

五條ちゃんぽん

・JR五条駅より徒歩20分

スープがなくなれば閉
店になってしまう、地元
に愛されている中華屋
さん。おすすめはなん

といってもボリューム満点のチャンポン！！五條
に来たらこれははずせません。

MAP
D-829 豚珍館

五條市五條1-9-13　TEL.0747-22-1075
［営］11:00～20:00
［休］不定休

地元民が愛するお母
ちゃんが作るお好み焼
き。おすすめはなんと
いってもモダン焼き！！
シンプルが最高のザ・
お好み焼きをぜひ！

MAP
D-7

・JR五条駅より徒歩15分

豚モダン

22 丸福
鶏南蛮

五條市二見 1-1-4　TEL.0747-23-5233
［営］11:30～15:00 / 17:00～22:00
［休］火曜日

・JR大和二見駅より徒歩7分

お値打ち価格で中華料
理が堪能できるお店。ラ
ンチタイムは懐にやさし
いのに、ボリューム満点

でかなりの満腹感。メニューの種類も豊富なの
で、色々選べて老若男女にうれしいお店です。

MAP
C-721 中華料理たんぽぽ

MAP
C-720

・JR五条駅より徒歩10分

五條市本町1-2-7　TEL.0747-23-2772
［営］11:00～22:00
［休］日曜日

わらべ焼

お店の名前でもある店長自
慢のわらべ焼は、豚・エビ・
イカ・お餅が入って、半熟
卵がのった具沢山のお好み

焼！味はもちろん、見た目もバッチリ！
その他にも、常連さんが愛するどて焼きは、お母
ちゃんのこだわりがいっぱいで食べなきゃ損損！

わらべ

五條市西吉野町湯塩210　TEL.0747-32-0600
［営］11:00～16:00  ※ランチ11:00～15:00
［休］火曜日 ※臨時休業あり ※冬期（1、2月）は休業

ピザ

・JR五条駅より車で15分

MAP
J

南仏の片田舎をイメー
ジした建物の外観。自
作の石窯で焼かれるピ
ザは生地は薄く軽い食

感で、その味は他府県にもファンが！！山のてっ
ぺんから見える景色も抜群です！

35 cafe こもれび

［6P］［5P］


