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京料理
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暮らしに，会席料理

京都

城陽

有限会社コバタケ
スゴイ！バイクが安いと評判の店

近鉄寺田駅の近くで、
40年営業している京料理
店です。暮らしに会席料
理をモットーに、三里四
方の旬の素材を中心に、
手を加え、思いを込めて
提供しています。
営業時間；１１：３０～２１：３０
ランチご利用の方に、コー
定 休 日；なし(夏期・年末年始除く)
ヒーをサービスします。
電話番号；０７７４－５２－１７２０
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営業時間；９：００～１９：００
50ccバイクのタイヤ交換、
定 休 日；水曜日
7,000円を2,000円値引しま
電話番号；０７７４－５２－６１７１ す。

6一般社団法人 城陽市観光協会

アットホームなお店です。

限りなく進化し続け城陽市の観光をＰＲ

近鉄寺田駅で39年
間営業させていただ
いております。これ
からもよろしくお願
いします。
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星待ちキッチン

営業時間；９：００～１７：００
定 休 日；水曜日
電話番号；０７７４－５６－４０２９
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文化パルク城陽1Fみなさまの憩いの場所へ



＜西城陽高校イラスト箇所（参考）＞

営業時間；１０：００～１８：００
ドリンクバー100円引
定 休 日；文化パルク城陽の休館日と同日
き
電話番号；０７７４－５６－８１２７

13

Italian＆Japanese 壽
Ｂｅｎｖｅｎｕｔｏ！！

特典につきましては、この【寺田駅周辺タウンマップ】持参の方が
対象となります。
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ソフトドリンク又はグラス
ワイン1杯サービス
（マップ1枚につき1杯）

服部メガネ

夢あるメガネおとどけします。いつも・・・

営業時間；１７：３０～２４：００
（ＬＯ２３：３０）
定 休 日；火曜日
電話番号；０７７４－５２－９５１９
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Hair Salon

｛製作協力｝京都府立西城陽高等学校 美術部

営業時間；１１：００～２０：００
（麺切れ終了の場合有り）
定 休 日；月曜日
電話番号；０７７４－５２－４３１１

7 ティナ

N A O

営業時間；８：００～１９：００
お顔そり美顔術(2,500円)
定 休 日；月曜日、第２,第３火曜日 を1,980円(税込)にてご提供
電話番号；０７７４－５２－４８７４ いたします。

18 有限会社ニシオ電化工業
街角のふれあいスペース
お客様の暮らしの”痒
い所へ手が届く街のでん
き屋”です。
電気・パソコン・リフ
ォーム等々どこに頼めば
よいの？という色んな
困ったをお手伝い。お気
軽にどうぞ。
営業時間；９：３０～１９：００
定 休 日；水曜日・日曜日
電話番号；０７７４-５３-３９１１
Ｍａｉｌ：nisio@mxp.mesh.ne.jp
Ｈ
Ｐ：http://nishiodenka.com/

アルカリ電池のつかみ
取り
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やまびこ
当店は寺田駅の近くの
住宅街で、ひっそりと営
業している創業45年の手
打ちうどんのお店です。
すじカレーうどん、酒
かすうどんの二大看板メ
ニューは、県外から来店
される方もある程の人気
メニューです。美味しい
ですよ( ´_ゝ`)

インビテーション

本格的インド料理のお店

きもの

おおしま

おかげさまで創業70周年

営業時間；１０：００～１９：００
定 休 日；水曜日
電話番号；０７７４－５２－２００１

8
最後の砦

営業時間；昼 １１：００～１４：３０
昼：プレーンナンを1枚
夜 １７：００～２２：３０
サービス
定 休 日；なし
夜：駐車券表示で200円OFF
電話番号；０７７４－５５－１３０１

11 寺田接骨院

寺田鍼灸院

ごいっしょに向き合いましょう
東洋医学の真髄
である自然治療力
を高めて症状を改
善させる施術を心
掛けています。
"親切丁寧に"を
モットーに！

営業時間；昼 ９：００～１２：００
夜 １６：３０～１９：３０
定 休 日；日曜日･祝日（HP･TEL参照ください）
電話番号；０７７４－５５－０８７６
（詳細はお問い合わせください）

15 御生菓子司

整形外科・整骨院の最後に来てください
当院では完全手もみ、ボ
キボキしない整体院です。
整形外科や整骨院とは違う
アプローチなので他で改善
できていない方はぜひ当院
へ！
詳しくは「城陽整体院」
で検索！！！

営業時間；１３：３０～２２：００
定 休 日；火曜日・金曜日～日曜日
電話番号；０７７４-５５-５０１０
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初めての方
全コース500円割引

㈱京料理 十両

懐石料理と十両鍋が堪能できる隠れ家的料理店
坪庭に面した趣のある和
室で堪能する京料理。
昼夜完全予約制なので、
ゆったり食事と会話を楽し
めます。
月ごとに季節の食材も使
います。
魚介、豚、鶏、野菜たっ
ぷりの十両鍋も美味。
宴会法事の利用もおすす
営業時間；昼 １２：００～１５：００
夜 １８：００～２２：００ めです。
定 休 日；月曜日（祝日の場合は翌日）
飲み放題もございます。
電話番号；０７７４－５２－２２８１

城陽ふたば

くつろぎの時間（とき）を華やかに演出する手づくり和菓子

営業時間；９：００～１９：００
定 休 日；月曜日（祝日の場合は翌日）
電話番号；０７７４－５２－５２４８
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ほかにない個性的
なものや、新しいも
のをお客さまに提案
しています。
きものに関してす
べて相談受け賜りま
す。
西城陽高校・城陽
高校の制服を取り扱
いしております。

城陽整体院

現地のスパイスや現地
のスタッフによるインド
料理のお店。
子どもからお年寄りま
で安心してゆっくり、の
んびりできます。
体に良い薬膳カレーは
美味。子どもメニューも
有。

ご存知ですか？男性も女
性もお顔そりだけのご来店
大歓迎なんですよ！ぜひ心
もお肌もリフレッシュして
みませんか？
訪問カットいたします。
お気軽にお問い合わせくだ
さい。

URL：
http://web1.kcn.jp/h
attorimegane/
｛発  行｝城陽市まちづくり活性部 商工観光課

こだわりぬいた
食材で自信を持っ
てオススメする季
節のお料理とたく
さんの種類のお酒
をお楽しみくださ
い！！

ツヤツヤお肌に最新お顔そり美顔術で大変身！

認定眼鏡士の店（創業
35年）
訪問での販売もいたし
ます。ご相談ください。

営業時間；１０：００～１９：００
フレーム 30％～50％OFF
定 休 日；不定休
レンズ（国産）40％～50％
電話番号；０７７４－５２－５４１９
OFF
Ｆ Ａ Ｘ；０７７４－５２－７６３９

癖になる味

和食と創作料理のお店

地元野菜や新鮮な
食材を使ったイタリ
ア料理と和食を出す
お店です。

営業時間；昼 １１：００～１４：３０
夜 １７：３０～２２：００
定 休 日；水曜日
電話番号；０７７４－５６－５８３８

近鉄寺田駅東口・奈良方面
ホーム側に位置し、地域特産
の梅干しをはじめ城州白を使
った梅商品がずらり。
城陽市に練習場を置く京都
サンガFCのグッズ販売も行っ
ています。
また松本神社の絵馬の販売
も。
もちろん市内のイベント情
報や道案内も行っていますの
でお気軽にお尋ねください。

和壯 -ＷａｓａＷ-

京やましろ産食材や地
元野菜にこだわり、「週
末ランチバイキング」や
「平日日替りランチ」に
ふんだんに使用していま
す！
ぜひご来店ください♪


手打ちうどん やまびこ

整備工場完備の信頼で
きる店です。
親切な修理をモットー
に頑張ります。

スナック風恋人（フレンド）

営業時間；２０：００～２４：００
初回に限り粗品プレゼント
定 休 日；日曜日・月曜日
させていただきます。
電話番号；０７７４－５５－４３５６
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地元の特産品、季節の
食べ物を使い美味しくて
楽しいお菓子を販売して
います。
また、お客様のご希望
に合わせたお菓子作りも
させていただきます。
ふたばポイントカード
会員募集中、ポイントを
貯めると特典がございま
す。色んな情報も！

Kagu Cafe Higashimoto

特別な日常をトータルプロデュース！！
家具とインテリア雑貨
にかこまれた店内で自家
焙煎コーヒーを楽しむ。
野菜ソムリエのオーナ
ーが新鮮野菜を使ったデ
リサラダを提供します。

営業時間；１１：００～１７：００
おかわりコーヒー1杯
定 休 日；なし（年末年始除く）
プレゼント
電話番号；０７７４－３９－８７００

16 モアコスメティックサロン
肌本来の美しさを引き出すエステサロン

営業時間；１０：００～１８：００
（日曜日・祝日は１０：００～１７：００）

定 休 日；火曜日・第２日曜日
電話番号；０７７４－５３－３９５３
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日頃の疲れを癒やすエ
ステから特別な日の為の
スペシャルエステ。
また、シーンに合わせ
たメイクアップもさせて
頂いてます。
お気軽にご相談くださ
いませ。
エステだけでなく、ア
ルビオン・エレガンス・
ＳＫⅡの化粧品の販売も
しております。

山田仏具店
相手の身になって考える
親切・丁寧に…
日常のお線香類からご
進物・お仏壇に使う小さ
なお仏具までなんなりと
おたずねください。
いつもお客様に喜んで
頂くという基本に立ち返
り地道に取り組んで参り
たいと思います。

営業時間；９：００～１８：３０
お試しお線香1週間分
定 休 日；水曜日
をプレゼント致します。
電話番号；０７７４－５２－１５８５

