
最寄バス停　亀岡市交流会館前 （ふるさとバス）

0771-56-8807

亀岡市宮前町神前長野１５

月 ・ 火 ・ 水曜日

ランチ 11:00 ～ 14:00

ショップ ・ カフェ 10:00 ～ 15:00　

薬膳御膳 (1,500 円 ) に

チョロギジェラートをサービス

季節に応じてメニューが変わり、 美味しさと体調の

変化が実感できると薬膳御膳が一番人気！

地域の特産品の売店と薬草庭園も併設。

Homemade Medicinal Cuisine Wasurena
お家薬膳　忘れな

最寄バス停　亀岡市交流会館前 （ふるさとバス）

050-3700-1014

亀岡市宮前町神前長野１５

月 ・ 火 ・ 水曜日

10:00 ～ 16:00

チャレンジ包丁研ぎ講習（要予約）

2,000 円（税込）を 300 円割引

大変ユニークな天然砥石の体験型ミュージアム。

亀岡産のほか、 さまざまな天然砥石の展示と体験

をお楽しみいただけます。

Natural Whetstone and Hone Museum
匠ビレッジ　天然砥石館

亀岡の特産品・天然砥石やチョロギを発信する施設です森のステーションかめおか

最寄バス停　高芝

　（桔梗シャトルバス ・ ふるさとバス ・ 40 号）

0771-26-2345

亀岡市本梅町平松泥ヶ渕 1-1

※日帰り温泉利用時間　11:00 ～ 16:00　

　 （最終入館 15:00）

　タオル ( 販売 ) ・ バスタオル ( レンタル ) 各 100 円

※ランチバイキング＋日帰り入浴セット

　食事スタート ： 11:30 ～ ・ 13:15 ～の二部制

　料金 ： 大人　2,300 円　　65 才以上　2,100 円

　　　　　小学生 1,280 円　　4 才以上　　 980 円

　　　　　土日祝は、 予約推奨

　　

　 

・日帰り温泉のみご利用の場合

　 入浴料 通常 700 円→ 300 円

・ランチバイキング＋入浴セットの場合

　 200 円キャッシュバック

　（レストランレジにて）

Kyoto Keburikawa
里山の休日 京都 ・ 烟河

最寄バス停　湯の花温泉

　（桔梗シャトルバス ・ ふるさとバス ・ 40 号）
0771-22-7722

亀岡市ひえ田野町湯の花温泉

※日帰り温泉利用時間　11:00 ～ 14:30　

　 入浴のみのご利用は不可

※猪肉のすき焼きランチは要予約

　（当日 10:00 まで受付）

　予約 TEL 0771-22-7722

　食事スタート ： 11:30 ～ ・ 12:00 ～ ・ 12:30 ～

　除外日 ： 8/8 ～ 15, 11/1 ～ 30, 12/26 ～ 1/4

　　

　 

・「光秀公のまち亀岡一日乗車券」

　ご利用者限定プラン

　猪肉のすき焼きランチ + 日帰り入浴

　3,000 円 ( 税込 )　

Sumiya Kiho-an
すみや亀峰菴

最寄バス停　芦ノ山 （桔梗シャトルバス）

0771-22-0903

亀岡市ひえ田野町芦ノ山流田 1-4

※日帰り温泉利用時間　11:00 ～ 14:30　

　 休業日については、 お電話にてお問い合わせ下さい

　 タオルセットは別途 400 円でレンタルあり

※ランチは完全予約制 （前日まで受付）

　 予約 TEL 0771-22-0903　 

・日帰り温泉入浴料金 10％ OFF

　通常 1,600 円→ 1,440 円

・ランチご利用基本食事代 10％OFF

　5,000 円→4,500 円 ( 税別 )

　ドリンクは割引対象外　

Syoenso Hozugawatei
松園荘 保津川亭

最寄バス停　茶屋 （桔梗シャトルバス ・ ふるさとバス）

0771-22-0250

亀岡市ひえ田野町佐伯下峠 20-6

※日帰り温泉利用時間　11:00 ～ 20:00　

　 休業日についてはお電話にてお問い合わせ下さい

　 バスタオルは別途 400 円でレンタルあり

※京料理さくら （要予約 ・ 当日 11:00 まで受付）

　 予約 TEL 0771-22-5159

　 月曜定休

・日帰り温泉入浴料金半額

　平日　　  800 円→400 円

　土日祝　1,000 円→500 円

・京料理さくらでの昼食 10％OFF

Keizankaku
おもてなしの宿　渓山閣

湯の花温泉 亀岡の奥座敷で温泉と自然の恵みを活かしたお食事をお楽しみ下さい

最寄バス停　ＪＲ亀岡駅北口 ・ＪＲ亀岡駅南口 ・ 保津川下り乗船場

0771-55-9320

亀岡市追分町　

サンガスタジアム by KYOCERA （府立京都スタジアム） 内 特設会場

無休

9:00 ～ 17:00

入館料２０％割引※団体割引適用

( 大人６００円→４８０円 )　
麒麟がくる　京都大河ドラマ館

（２０２０年２月 1 日現在）

乗車券を提示すると下記の店舗・施設で特典が受けられます

光秀公のまち亀岡一日乗車券　特典店舗・施設



最寄バス停　緑橋

0771-56-8880

亀岡市北町 44

年中無休

土日祝　 11:00 ～ 22:00(L.O. 21:00)

平日　　 11:00 ～ 15:30(L.O. 15:00)
17:00 ～ 22:00(L.O. 21:00)

乗車券１枚につきお二人まで

ソフトドリンク一杯サービス

明治大正期に政財界で活躍した田中源太郎氏の

生家で和食をお召し上がり頂ける飲食店です。

7 代目小川治兵衛の手による日本庭園は、

ご自由に散策いただけます。

GANKO Kyoto Kameoka Rakurakuso
がんこ 京都亀岡楽々荘

最寄バス停　本町東 （亀岡市コミュニティバス）

0771-22-1245

亀岡市新町

水曜日

11:00 ～ 19:00

御客様お一人あたり５０円引き

“ふれあいの城下町” で食堂を営んで６０年。

感謝しかありません。 変わらない味をご賞味

ください。

Sakai Shokudo
さか井食堂

最寄バス停　本町西 （亀岡市コミュニティバス）

090-1598-5420

亀岡市本町 51

火曜日 ・ 木曜日

10:00 ～ 17:00 （12 月～ 2 月は 16:00）

ケーキ + ドリンクセットで

５０円引き（他券併用不可）

京町屋でくつろぎのひとときを。 亀岡野菜の

スパイシーカレーと、 しっとりふわふわのシフォン

ケーキがおすすめ。

Honmachi Café
本町カフェ

最寄バス停　北町南 （亀岡市コミュニティバス）

0771-25-1212

亀岡市内丸町 26-38

毎週火曜日 （月１回月曜日 )

11:30 ～ 13:30、 17:00 ～ 21:30

ランチのコーヒー１杯サービス

日本初、 どこをさがしても料理屋でこんな面白い

ショーは見られないでしょう。 宴会のおもてなし

ランチタイムのショー。 池佳　女一座　是非ご覧

ください。

Ikeyoshi
お料理　池佳

最寄バス停　ＪＲ亀岡駅南口

0771-24-5821

亀岡市追分町谷筋 37-8 カワモトビル１Ｆ

日曜日

ディナー　18:00 ～ 24:00(L.O. 23:00)
ランチ　　 11:30 ～ 14:00(L.O. 13:30)

グラスワイン１杯サービス

（御人数分）

旬の食材を使ったパスタ ・ ピザをご提供。 更に

自家製パンはおかわり自由。 パスタランチは

1,500 円 （税込） ～

Amour
アムール

最寄バス停　ＪＲ亀岡駅南口

0771-24-4827

亀岡市追分町谷筋 25-40

日曜日の夜の部 （臨時休業あり )

11:00 ～ 15:00、 17:00 ～ 21:00

うどん（単品）５０円割引

当店自家製麺は、 全工程手作業の純手打ち

うどんです。 こしの強いもっちり感を味わうことが

できます。 また、 丹波亀岡で育った牛を使った

牛肉うどんも人気です。

Sanukitei seimenjo
世界のさぬき亭製麺所

最寄バス停　ＪＲ亀岡駅南口

0771-22-7337

亀岡市追分町谷筋 25-28

月曜日

10:00 ～ 18:00

商品お買い上げの方に

粗品プレゼント

ＪＲ亀岡駅前にある大石酒造の直売店で喫茶

コーナーもあり、 アンテナショップとして地酒や

特産品を販売し、 利き酒や試食もできます。

Sake no yakata, Kameoka station shop
「酒の館」ＪＲ亀岡駅前店

最寄バス停　ＪＲ亀岡駅南口

0771-22-0691

亀岡市追分町谷筋 1-6 （ＪＲ亀岡駅 2 階）

年末年始 （12 月 29 日～ 1 月 3 日）

9:00 ～ 17:30

1,500 円 ( 税込 ) 以上お買い上げで

5%OFF ( 一部対象外の商品あり )

ＪＲ亀岡駅観光案内所に併設されている物産店

で、 亀岡の特産品や地酒、 明智光秀公や明智

かめまるグッズ等を取り揃えています。

Kamemaru mart
かめまるマート

お食事や名産品のお店です。是非お立ち寄りくださいグルメ・お土産



最寄バス停　ＪＲ馬堀駅

0771-25-2069

亀岡市篠町馬堀駅前 2 丁目 6-11

月曜日

11:30 ～ 13:30、 17:30 ～ 22:00

ワンドリンクサービス

魚が旨いと書いて鮨。 日本だけでなく世界で

今や “SUSHI” として広まりました。 魚の旨さ

を最大限に引き出す匠の技と新鮮なネタで、

世界中の方々をお待ちしております。

Sushi restaurant Sakura
鮨処　さくら

最寄バス停　ＪＲ馬堀駅

0771-23-8117

亀岡市篠町馬堀駅前 2 丁目 5-38

水曜日 ・ 木曜日

7:00 ～ 19:00 （季節により変動）

1,000 円以上 (税抜 )お買い上げで
ラスク (メープル or焦がしバター )
１個プレゼント (商品が無い場合は
150円以内の商品に変更 )

特別じゃない、 ふつうの日。 そんな日こそ食べて

もらいたい。 焼きたてほかほかのパンで日常に

ちょっとだけ、 HAPPY を。

Bakery Ordinary day
Bakery Ordinary day

最寄バス停　ＪＲ馬堀駅

0771-22-5654

亀岡市篠町馬堀駅前 2 丁目 3-1

水曜日

11:00 ～ 16:00 (L.O. 15:30)

ソフトドリンクを100円にてご提供

農家から直接買いつけ販売している当店だから

こそできる亀岡牛を使ったお料理の数々。

心ゆくまで牛肉料理をご堪能ください。

Beef restaurant Gyuraku

亀岡牛専門店　牛肉 Restaurant 牛楽

最寄バス停　ＪＲ馬堀駅

0771-20-4134

亀岡市篠町馬堀東垣内 1-1

水曜日

9:00 ～ 18:00

500円以上お買い物された方へ

粗品をプレゼント

丹波を中心とした原材料を使用し、 昔ながらの

手作りにこだわり、 保存料 ・ 着色料を使用しない

素材の良さを活かした和菓子作りをモットーにした

和菓子屋です。

Japanese sweets shop Takuhiro
和菓子処　匠大

最寄バス停　亀岡市立病院前

0771-22-8541

亀岡市篠町見晴 5 丁目 20-8

月曜日

ディナー　18:00 ～ 21:30(L.O. 20:30)
ランチ　　 11:30 ～ 14:30(L.O. 13:30)

グラスワイン１杯サービス

町屋を改装した空間で、 お箸で気軽に

お召し上がりいただけるフランス料理店です。

Bistro Saboten
Bistro 仙人掌 （ビストロサボテン）

最寄バス停　亀岡市立病院前

0771-23-5985

亀岡市篠町馬堀東垣内 31-22

火曜日、 第３水曜日

ディナー　17:30 ～ 21:00
ランチ　　 11:30 ～ 14:00

ソフトドリンク１杯無料サービス

「夫婦ふたりの小さなレストラン」 旬の野菜で作る

スープは絶品。 亀岡牛 100％ハンバーグや、

亀岡牛のローストビーフ、 その他コース ・ アラカルト

あります。

Monsieur Père　
むっしゅぺーる

最寄バス停　亀岡市立病院前

0771-24-0567

亀岡市篠町篠上北裏 91-1

水曜日

11:00 ～ 14:00、 17:00 ～ 21:00

ソフトドリンクを１杯サービス

旬の食材を使った京料理を、 お庭の見える

御座敷でご堪能していただけます。

Kyoto cuisine Matsusho
京料理　松正

最寄バス停　広道

0771-25-7531

亀岡市篠町篠下西裏 58-5

木曜日、 第２ ・ ３水曜日

ディナー　17:30 ～ 21:30(L.O. 20:00)
ランチ　　 11:00 ～ 15:00(L.O. 14:00)

ランチご注文につきワンドリンク

サービス（コーヒー・紅茶・ジュース）

太陽の光がたっぷり降り注ぐ一軒家カフェ。 四季折々の

庭を眺めながら、 自家栽培の野菜を使ったワンプレート

ランチでほっこり。 （土曜 ・ 日曜は要問い合わせ。

貸切予約の場合があります。 全席禁煙　Ｐ10 台）

和
なごみ

Nagomi, dish of nagomi

最寄バス停　ひばりが丘

0771-22-4989

亀岡市篠町野条イカノ辻南 73-4

木曜日 （祝日は営業）

 ディナー 17:00 ～ 22:00
 ランチ　　11:00 ～ 14:30　

アイスウーロン茶１杯無料サービス

菜根香は 2002 年オープン以来、 美味しく

かつ低価格でお料理を提供しており、 地元亀岡

の皆様より愛され続けている中華のお店です。

Chinese cuisine Saikonka
中国家庭料理　菜根香

最寄バス停　ひばりが丘

0771-22-8111

亀岡市篠町野条イカノ辻南 101

火曜日

 19:00 以降はご予約のみの営業
 11:00 ～ 21:00　クローズタイムなし

グラスワイン１杯サービス

コーヒーとタルトなどのカフェ使いから、 キッシュや

ガレットなどの気軽なプレートにパスタコースやお肉

料理などのお食事までご利用頂けるカフェです。

Maison Bleu
Maison Bleu （メゾンブルー）




