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カフェソラーレ高槻アクトアモーレ店

カフェソラーレアクトアモーレ店は高槻の皆様にご愛顧いた
だき 18 年目。ゆっくり本を読んだり、物思いにふけったり、
いろんな事をリセットしたり。自分らしさを磨くそんな時間に
心地よいと感じる場所であってほしいと思っています♪朝は
モーニングセット、全時間帯パスタ・ご飯系・デザートなど様々
なメニューをご用意しております。ご来店を心よりお待ちして
おります！！

㉠高槻市芥川町1-2 B0111　
㉥月～金・土08:00-20:00、日・祝日09:00-20:00　
㉡年中無休　㉢kuwauchi.co.jp/cafe.html　㉣P4 C-4

076-684-1238㉤

菓匠花菓蔵アクトアモーレ店

高槻にて 65 年以上に渡り、和菓子を製造しています。お菓子作り
のモットーは伝統の技法を用いた和菓子を作ること。そして、常に新
しいおいしさを研究し続けることです。「高槻太鼓」、「はにたんどら
焼き」など地元高槻市の銘菓、また、北海道産の赤えんどう豆を使
用した「豆大福」、こだわりの「わらび餅」、和洋折衷の「生どら」
などオリジナリティのあるこだわりの一品を多数取り揃えています。

㉠高槻市芥川町1-2 B102　
㉥火～土09:00-20:00、日・月09:00-19:00　㉡1月1日・1月2日　
㉢kasyo-hanakagura.com　
㉣P4 C-4

072-681-2282㉤

ヴァスコ・ダ・ガマ 本店

20 種類以上のスパイスと野菜とフルーツをふんだんに
使った自家製欧風カレーです。口当たりは甘く、しだいに
口の中がヒリヒリと感じる濃厚で贅沢なおとな向けカレー
です。ほぼ月毎に替わる期間限定の変わり種カレーも人
気です。是非ご来店ください。

㉠高槻市芥川町1-2 C102　
㉥昼11:30-15:00、夜17:30-21:45（LO21:30）　
㉡月・日の夜　
㉣P4 C-4

072-683-8558㉤

居酒屋希SAKU／串カツ一穂

今年でオープンから 11 年、コロナを機に真上町から芥川町に
移転しました。ディナーはマグロの希少部位などマグロ料理と
串カツや、鮮魚・地酒も豊富。ランチは鉄火丼や海鮮丼が人
気です。プロの目利きの美味しいマグロをご賞味下さい。
※ご予約はディナーのみ

㉠高槻市芥川町1-9-14 YUVIⅡ1-B　
㉥昼11:30-14:00（LO13:40）完売次第終了、夜17:30-22:30
（フード・ドリンクLO22:00）　㉡ランチ月・火、 ディナー 月
㉢i-kisaku.com
㉣P4 B-4

立呑旬鮮 すーさん JR店

赤焼瓶

海鮮料理を中心に、おつまみ、串カツが食べられるお店
です。帰宅途中に、今日も思わず寄ってしまうような居心
地の良いお店の雰囲気。安ウマで思わず顔が緩んでしま
うはずです。お魚の鮮度、うま味、ともに最高ですよ。

焼き鳥屋さんですが、沖縄料理も充実しています。高槻
を訪れるミュージシャンは必ず立ち寄って帰るほど、たく
さんの方からご支持をいただいています。おすすめは「は
りはり鍋」。シャキシャキの水菜と最高級の豚肉を、しゃ
ぶしゃぶの要領で巻いて食べます。

㉠高槻市芥川町1-7-9　
㉥16:00-22:00　
㉡月　
㉣P4 C-4

㉠高槻市芥川1-10-27　
㉥18:30-23:00　㉡月　
㉢takatsuki-scramble.com/akasyoubin
㉣P4 C-4

080-1423-8166

072-684-3351

㉤

㉤

吉鳥JR高槻駅前店

備長炭で焼き上げた焼き鳥を始め、各種一品など多彩なメ
ニューをご用意しております。ビール・酎ハイ・焼酎が 280 円

（税抜）からと気軽に楽しんでいただける居酒屋となっており
ます！ご家族連れ、お友達、仕事仲間と様 な々シーンでご利用
いただけます。お持ち帰りの際は事前にご予約いただきますと、
お待ち頂かずにお渡しできます！！

㉠高槻市芥川町1-11-2 GOTOUビル 1F 　
㉥月～木・日・祝日17:00-03:00、金・土・祝前日17:00-05:00　
㉡不定休　㉢instagram.com/kichho_jr_takatsuki
㉣P4 C-4

072-681-1002㉤

072-683-2139㉤
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ローカーボキッチン然-zen- 高槻本店

無理なく美味しく糖質量をコントロール。ローカーボで健康的
なカラダを手に入れよう。薬剤師プロデュースの当店では糖質
に着目した料理を提供。全メニュー糖質 7g 以下でも、美味し
くないと料理でない。としっかり味にこだわったメニュー。勤
務するスタッフが賄いだけでも痩せていく然の料理を是非お試
しください。

㉠高槻市芥川町1-11-9　
㉥昼11:30-15:00、夜18:00-22:00（現在時短営業中）　
㉡不定休　㉢locabo-kitchen.jp　
㉣P4 C-4

072-669-7435㉤

うまいもんや 大之介

新鮮な旬の魚を使用したお造りをはじめ、季節の一番美味し
い食材を余すところなくお楽しみいただけます。おひとり様で
もくつろげるカウンター席、複数でお越しの際はゆったりとした
掘りごたつで。シーンに合わせたお料理、お席をご用意してお
待ちしています。

㉠高槻市芥川町1-13-16　
㉥火～日・祝日・祝前日17:00-23:00（料理LO22:00 ドリン
クLO22:30）　
㉡月　㉢dainosuke.owst.jp　
㉣P4 B-4

072-681-5634㉤
ROCCA&FRIENDS -TEA ROOM-

旅する紅茶と焼き菓子のお店です。精製されていない沖縄産
のきび糖や生のまま圧搾した太白胡麻油を使用したスコーンや
マフィンや、旬のフルーツを使用したケーキをご用意。イート
イン限定の季節のプレートはインスタ映え間違いなし！また、7
種類の野菜のデリをたっぷりと盛った「ベジタブルデリボウル

（旅する紅茶付き）」は ROCCA 定番のランチです。厳選さ
れた茶葉と体にやさしいフードを是非お試しください。

㉠高槻市芥川町1-15-15 UIビル200　
㉥11:00-17:00　㉡月　㉢rocca-f.com　　
㉣P4 B-4

070-5431-2907㉤

えんがわカフェ ほっと・HOT・ニャーノの家

週替わりランチと、生豆をその場で焙煎するフレッシュコーヒー、
和やかな会話を楽しめます。キッズスペースや親子トイレもあり
ます。陽当たりの良いカフェで肩の力を抜いて「ホッ」としま
せんか？ ＊ランチは予約をお勧めします。お勤めの方も大歓迎
です。 【開催中の教室】コーヒー教室（自分で焙煎できます）・
自疆術（日本で最初の健康体操）・笑いヨガ・お笑い産後ヨー
ガ・いけばな・親子英語・お母さんのための算数教室。

㉠高槻市芥川町2-7-9　
㉥毎月第3・4週 昼11:30-14:00、毎月第3・4週 喫茶タイム
14:00-16:00（LO15:30）、さまざまな教室を午前中に開催し
ています　㉡木・日　㉣P5 C-3　

072-669-8673㉤

アロマ＆カフェHooo

2012 年秋にアロマ専門店として OPEN し、2019 年 11 月に
カフェを併設しました。パニーニ、ワッフルの手作りをはじめ、
焼きカレーやドリアも新メニューとして加わりました。

㉠高槻市芥川町2-1-7
㉥11:00-17:30　㉡金・日　
㉢aromashop-hooo.com
㉣P5 D-3

072-668-6511㉤

ホテルアベストグランデ高槻 
リトルグリーンカフェ

練り天・おでん 山城

ホテルアベストグランデ高槻 1 階のリトルグリーンカフェでの地
産地消の野菜をふんだんに使用したプレミアムなランチです。メ
ニューは週替り。サイドビュッフェでこだわりスパイスカレーとふわ
ふわの焼き立てパンが食べ放題。お子様ランチもご用意。ホテル
ならではの落ち着いた空間でゆったり・おいしい・特別な時間を。

バランスの良い現代の食事を目指して！お魚を手軽においしく健康に
摂れる形「練り天」を製造・販売しております。そして、より手軽に
楽しく食べれるお魚商品！「NERRY（ネリー）」シリーズという新ブラ
ンドを立ち上げました！イメージキャラクター、ねり天大好き！「ネリテ
ン坊や　ヤマト」が商品を楽しく彩ります♪ぜひ、お子様から大人の
方まで幅広く召し上がっていただけたら幸いです。

㉠高槻市芥川町1-14-1　
㉥11:30-15:00（LO14:00）　㉡年中無休　
㉢hotelabest-takatsuki.com　㉣P4 B-5

㉠高槻市芥川町2-9-11 平岡ビル 1F　
㉥17:00-23:00　㉡日・祝　
㉢neriten.com　㉣P5 C-3

072-686-0001

072-690-7001

㉤

㉤
わんぱくサンドウィッチストア
サンドウィッチ 1 つで栄養が摂れてお腹がふくれ、見た
目も楽しめるのがコンセプト。原点は家族のお弁当です。

㉠高槻市芥川町1-15-14-101　
㉥水～土11:00-17:00 、日11:00-15:00 売り切れ次第
閉店　
㉡月・火
㉣P4 B-4
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hinata

特別栽培にこだわり抜いた高知県産直送新鮮野菜、漁
港から直送される鮮魚、希少な和牛土佐あか牛など全
て国産、高知県産を使用したダイニングイタリアンです。
高知のアンテナショップも併設しており、毎日届く高知直
送野菜や特産品などの販売もしております。また、店舗
出入口で旬のフルーツを使ったスイーツも販売中！！鮮度
良し味良しの新鮮旬食材で作る一味も二味も違ったイタリ
ア料理をお楽しみいただけます。

㉠高槻市芥川町2-13-1　
㉥昼11:30-16:00、夜17:00-21:00　㉡月　
㉢faemersmarket-hinata.owst.jp
㉣P5 C-3

072-655-9518㉤

燈々庵

本格日本料理をリーズナブルにご提供。ランチ、テイクアウト、
会席、一品アラカルト、鍋コース（ふぐ、蟹、ボタン、ハモ）
活け洲（オコゼ、カワハギ）ご予約にてご用意させて頂いて
おります。

㉠高槻市芥川2-14-20 1F　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-20:00　㉡月　
㉢toutouan.gorp.jp　
㉣P4 B-4

072-682-0111㉤

れとろ1970

女性大歓迎の立ち飲み屋ですが、椅子もあります。れとろ雑
貨に囲まれて、美味しいマスターズドリームをどうぞ！2 階でちゃ
ぶ台返しもできます。無農薬 & ヘルシーメニュー中心。

㉠高槻市芥川町2-15-2　
㉥昼13:00-16:00、夜18:00-22:00　㉡火・水　
㉢1970-stand-bar.business.site　
㉣P5 B-3　

070-2289-1970㉤

Cafe&Kitchen Po

ブラックコーヒーを楽しみながら仲間や家族と楽しめるスペース
を目指しています。 またアコースティックギターと電子ピアノを
置いておりますので、ご自由に音楽を楽しみながら少人数でも
貸切で寛げるお店を心掛けております。スポーツ観戦や気軽
なセッションに練習やミニライブ等でお気軽にご利用下さい。

㉠高槻市芥川町3-6-22 五島屋ビル 1F　
㉥月～金09:30-20:30、土10:00-20:30、日・祝10:00-19:30　
㉡火＆不定休　
㉢cafekitchen-po.com　　　
㉣P5 C-2

072-668-6686㉤

テマヒマ

民藝と発酵をテーマに食を通して暮らしの豊かさを提案する古
民家セレクトショップ＆カフェ。みそソムリエの店主がテマヒマ
かけて作る発酵食品を中心としたカフェ、テマヒマかけて作ら
れた暮らしの器・道具、食に関する書籍を販売するショップで
す。不定期でワークショップも開催しています。古民家を改修
した隠れ家的空間で、ランチ、スイーツ、お買い物をお楽しみ
下さい。

㉠高槻市芥川町3-10-13　
㉥11:00-18:00　㉡火・水　
㉢temahimaselect.jp　
㉣P5 C-2

072-655-3259㉤

リザルブ珈琲店

自家焙煎の珈琲屋です。本格的な珈琲を提供しております。
ご家庭用のコーヒー豆は 100g から販売しています。

㉠高槻市芥川町3-19-3　
㉥11:30-19:00　
㉡木・第1金
㉣P5 C-1

072-628-2896㉤

本まぐろ直売所JR高槻店

東京豊洲市場直送！！絶品の天然まぐろのみを販売中！！大卸直
送だからできる！極上のまぐろが大変リーズナブルに！ご家庭で
召し上がるためのお刺身用の柵やお得なぶつ切りなど！丼も販
売中！！月に 3 日限定で、ご当地！巻き寿司イベント開催中！※現
在は、テイクアウトのみとなっております。※巻き寿司イベント
に関しましては、お問い合わせください。

㉠高槻市芥川町2-24-36　
㉥11:00-13:30　㉡年始　㉢magurochokubuy.jp　　
㉣P4 B-4

072-673-0968㉤
Patisserie遊心

小さなお子様でも安心して食べられるお菓子を作っています。

㉠高槻市上田辺町3-9　
㉥11:00-20:00　㉡年中無休　
㉢p-yushin.com　
㉣P7 B-1

072-601-6660㉤
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中村商店 高槻本店

きんせいグループのセカンドブランドの「中村商店」。JR 高
槻市駅から徒歩 5 分のところにあります高槻本店です。爽や
かな大葉の風味が薫る〝金の塩ラーメン〟や、たっぷり野菜の

〝ラーメン屋のタンメン〟などをご提供しております。期間限
定ラーメンも毎月入れ替えでご用意しております！是非、ご来
店お待ちしております。

㉠高槻市上田辺町4-14　
㉥11:00-23:00　㉡年中無休※年始は除く　
㉢kinseigroup.co.jp　
㉣P7 B-1

072-668-1304㉤

博多もつ処 東屋 （本店）

当店はもつ鍋の専門店でございます。本場、博多（福岡）の
味を提供する為に調味料、醤油、味噌を現地から調達し使用
しています。大阪（高槻）に居ながら本場の味を是非どうぞ！
当店名物『焼きもつ』もオススメの一品です。ランチ営業も
始めましたのでまた一味違う東屋も是非！

㉠高槻市上田辺町3-12　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-24:00（LO23:30）　
㉡月（祝日変更あり）　
㉣P7 B-1

072-683-4155㉤

ECHELON TEA HOUSE高槻

ピケのチーズケーキ屋さん

スリランカにある大手紅茶メーカー「ムレスナ社」の紅茶を扱
う専門店。ホットティーフリーという毎回違う種類の紅茶が注が
れるスタイルが特徴的です。それと一緒に水を一切使わない
ロイヤルミルクティーや銅板でじっくり焼き上げるホットケーキな
どが人気。カウンター席では紅茶を淹れる様子を目の前で眺
めることもできます。ゆったりとした空間で癒しのひと時をお楽
しみください。

5 月までカフェピケとして 10 年間営業してた店舗を
閉店して、それまで当店自慢のチーズケーキをテイ
クアウト、デリバリー、ネット販売に形態変えて、9
月より営業再開致しました！プレーンチーズケーキ、
抹茶のチーズケーキ、など常時 5 種類のチーズケー
キを販売致してます。後にネット販売もスタートして
いきますのでよろしくお願い致します。

㉠高槻市上田辺町6-24　
㉥11:30-19:00　㉡年中無休　
㉢peraichi.com/landing_pages/view/echelon0717
㉣P7 C-1

㉠高槻市北園町13-23　
㉥11:00-売り切れ次第終了
㉡火・水＆不定休
㉣P6 B-4

072-681-8477

072-683-9618

㉤

㉤

ヴァスコ・ダ・ガマ 北園町店

ここしかない「名物焼きホルモンカレー」と「バターチキンカ
レー」が人気です！また「牛ゴロゴロ肉のカレー」と「バター
チキンカレー」の 2 種類が楽しめる「あいがけカレー」もオス
スメです！

㉠高槻市北園町13-30　
㉥昼11:30-15:00、夜17:30-21:45　
㉡火
㉣P6 B-4

072-655-8502㉤

創作ダイニングTAKE

路地を奥に入ったところにある、隠れ家的なカジュアル創作フ
レンチレストランです。本場フランス仕込みのシェフが作る料
理はどれも鮮やかで美味しく、目で楽しみ舌でも味わっていた
だけること間違いありません。お料理に合うワインも取り揃えて
おります。心よりご来店お待ちしております。

㉠高槻市北園町13-29 サクラビルII 1F
㉥昼11:30-14:30、夜17:30-22:00　㉡火　
㉣P6 B-4

072-685-7703㉤

eatery SUN

I campi

モーニングから遅い時間のお食事、またカフェ利用まで幅広く
ご利用頂けるカフェになります！ご予約も承れますので、お電
話にてご連絡下さいませ。

イタリアはトスカーナ地方の郷土料理を中心に手作りでお料理
をご用意しております。小さくてアットホームなお店です。気軽
に美味しいイタリアンをお楽しみください！

㉠高槻市北園町3-3 2F　
㉥09:00-17:00　㉡木＆不定休　
㉢eaterysun.com
㉣P6 A-4

㉠高槻市北園町2-1　
㉥昼11:30-14:30（LO14:00）、夜17:30-22:30（LO21:30）　
㉡月＆月1回不定休　
㉣P6 A-4

072-628-7443

072-683-1511

㉤

㉤

37 36



京都肉 炭火焼肉 一寸法師

譲渡型保護猫カフェ 
Cat Club Cherish

京都の風情を感じながら厳選Ａ5 ランクの黒
毛和牛をミートモリタ屋直営だからできるコス
パで提供！！広 と々した堀りごたつのお座敷、
テーブル席もあり。ご家族お友達と是非ご利
用くださいませ！！

店内の子達は全て保護猫で、里親募集中で
す。マイクロミニブタのとんかつくんもいて、
猫たちと仲良く共存して過ごしています。アッ
トホームな空間で癒やしのひとときをご堪能く
ださい。フリードリンク付き、食べ物の持ち込
み可能。夜間は貸切営業しており、スクリー
ンを使用してのゲームや映画鑑賞をお楽しみ
いただけます！ご家族やお友達、カップルや
女子会にぜひご利用ください。

㉠高槻市北園町14-7 2F　
㉥昼11:30-15:00、夜17:00-21:00（通常営
業時の営業時間です）　
㉡年末年始＆不定休（その他店休日・営業
時間の変更などはモリタ屋ホームページで
ご確認ください）　
㉢moritaya.com/issunboushi/index.html
㉣P6 B-4

㉠高槻市北園町19-16 タムラビルII 3F　
㉥月～金12:00-20:00（LO19:00）、土・日・祝11:00-20:00（LO19:00）　㉡不定休　㉢catclub-cherish.com　㉣P6 C-4　

0120-892-922

072-668-1122

㉤

㉤

お酒のもりもと 本店

カフェドモリ

阪急高槻市駅前のお酒のデパートもりもとです。ワイン、日本
酒、焼酎、中国酒など豊富なバリエーションのお酒と、お酒に
合うおつまみを中心にお米やギフト菓子など食料品を扱ってい
ます。ワインソムリエやテキーラマエストロ等、資格を持つスタッ
フがあなたにおすすめの１本を紹介します。おうち時間を楽し
む為にお気に入りの１本をぜひ見つけにお越しください！

阪急高槻市駅噴水広場前、お酒のもりもと直営のカフェです。
高槻市駅から徒歩 1 分！07:30-11:00 はモーニング、11:00-
14:00 はランチ、14:00- はコーヒーやケーキなどをご用意して
お待ちしております。店内は喫煙可なので、お煙草をお吸い
の方もお気軽にご利用ください！手作りの日替わりランチをぜひ
食べにお越しください！

㉠高槻市北園町14-13　
㉥09:00-21:00　㉡年中無休　㉢morimoto.co.jp
㉣P6 B-4

㉠高槻市北園町14-13　
㉥07:30-18:00　㉡日・祝　
㉢hotpepper.jp/strJ000727540　㉣P6 B-4

072-682-0172

072-682-0174

㉤

㉤

彩色ラーメンきんせい 高槻駅前店

彩色ラーメンきんせい　高槻駅前店です。阪急高槻市駅から
徒歩 3 分の場所にございます。濃厚鶏豚骨スープと魚介出汁
を合わせて仕上げる〝あわせあじラーメン〟、鶏清湯と魚介出
汁の〝ごだわりの塩〟が 2 本柱です。また、中毒性の高い超
濃厚なつけ麺もご用意しております。よろしくお願いします。

㉠高槻市北園町18-1 コーケンビル 1F　
㉥11:00-23:30　㉡年中無休※年始は除く　
㉢kinseigroup.co.jp　
㉣P6 B-4

072-682-8956㉤

スナック Milky Way

個性的で面白い店！あなたの気持ちを癒します！
①飛び込みでも大丈夫！一見さんを大切にしています！
②お一人でもお気軽にお越しください (^_^)
③料金は明朗会計！しっかりとご説明致します！
④団体の方でも安心してお越しいただけるスペースをご用意！

㉠高槻市北園町18-1 コーケンビル 2F　
㉥20:00-ラスト　㉡日・月・祝　
㉣P6 B-4

072-682-5567㉤

グラッツェ

1983 年のオープン以来他では味わえない、
モチモチ、プリプリの食感と自家製ソースにこ
だわり続けております。レトロ感漂う落ち着い
た雰囲気で御料理をお楽しみ下さい。

㉠高槻市北園町18-1 コーケンビル 2F　
㉥昼11:30-14:30、夜17:30-19:30　
㉡月
㉣P6 B-4

072-681-9506㉤

オムココワ

こじんまりしたオムライス専門店。阪急高槻市駅から徒歩 1 分
なのに、気を緩めると通り過ぎてしまいそうなくらいの隠れ家
的なお店です。メニューは定番 4 種類、サイズは 3 種類すべ
てサラダ付きです。テイクアウトオムライスもありますのでお家
でも出来立てオムライスを楽しめます。

㉠高槻市北園町16-18 2F　
㉥11:00-14:30　㉡水
㉣P6 B-5

070-4078-6570㉤
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2nd Living 鼎～かなえ～

ここなら誰も追いかけて来ない！？と真の隠れ家としてご利用い
ただいている会員制ダイニングバー。今回コロナ禍における営
業自粛が解除されることに伴いメディア初露出させていただき
ました。料理は冷凍レトルトなど『出来合いもの』は一切使用
せずすべて鼎主のハンドメイド。なので当たりはずれがたまに
キズ。日々のしがらみや喧騒から解き放たれつつお客様同士
の新たな出会いを通じて明日への活力の場をご提供致します。

㉠高槻市京口町10-16 YKビル 3F　
㉥21:00-02:00（LO01:00）　㉡日
㉣P6 C-6

050-5494-7988㉤

カトマンドゥカリーPUJA 松坂屋高槻店

数々のカレーイベント等で配食数、人気投票で 1 番の実績を
誇る PUJA のカリー（36 種のスパイス、ハーブに大量の淡路
玉葱、乳製品を長時間炒め原材料を凝縮した深い味わいの本
格カリー & オセアニア産ナチュラルチーズやモッツァレラチー
ズ等、数種類のチーズを独自にフレンドしてたっぷり 140g 生
地に包み込んで、焼き上げたチーズナンが人気のお店。15
時からチャイやコーヒーのデザートセットも充実。

㉠高槻市紺屋町2-1 B1　
㉥10:00-20:00　㉡松坂屋に準ずる　
㉢puja.ne.jp/shop/matsuzakaya
㉣P7 B-2

080-3778-0990㉤

つきの井

高槻駅 1 分◆和の趣を感じる居心地の良い空間で、リーズナ
ブルに本格和食を堪能。四季折々の食材を使用した本格和食
をリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。ご接待や記
念日などの特別な日にも最適なコースメニューも豊富にご用意。
また、テイクアウトもはじめました。中でも、お米やお塩にまで
こだわった国産牛のすき焼き弁当がイチオシ！ご予算に応じて
ご用意可能ですので、お気軽にご相談くださいませ♪

㉠高槻市紺屋町1-1-510　
㉥昼11:00-15:00、夜17:00-22:00　
㉡第2、3水（12月1月を除く）　
㉣P7 A-2

072-681-4817㉤

ROCCA&FRIENDS Creperie

素材にこだわり、香って旅する作りたてクレープ。最高級クラ
スの小麦粉、きび糖、発酵バター、こめ油 ...ROCCA&FRIENDS 
CREPERIE は、どこよりも良い材料でクレープを作っています。
しっとりとなめらかで、もちもち食感の生地をお楽しみください。
冬場はカリカリとろーりチーズガレットもご用意しております。

㉠高槻市北園町19-17　
㉥11:00-20:00（LO19:30）　㉡年末年始　
㉢rocca-crepe.com　　
㉣P6 C-4

080-3828-6848㉤

自家焙煎コーヒー　マウンテン

創業 1999 年の自家焙煎コーヒー店です。店内
で毎日焙煎しています。渋みを除去したクリアー
な後味が自慢です。店内には 24 種類のスペシャ
ルティコーヒーを販売しており、アドバンスド・コー
ヒーマイスターが何でもお答えいたします。

㉠高槻市芥川町2-8-21
㉥10:00-19:00　㉡日　
㉢mountain1999.com　
㉣P5 C-3

072-681-2351㉤

cafe deww

エキストラバージンオリーブオイルを使い、保存
料、膨張剤を使わずにふわふわ & しっとりとし
たシフォンケーキです。シフォンケーキを食べて、
笑顔になっていただけたらと思います。シフォン
ケーキ、ドリンクのテイクアウトもございます。せ
び、ご来店お待ちしております。

㉠高槻市京口町7-1　
㉥11:00-17:00　㉡木・金＆不定休　
㉣P6 C-5

090-5661-6447㉤

なちゅぴ食堂

本格的な沖縄料理を高槻で。沖縄の離島、西表島出身の料
理長が提供する本場の味と、沖縄全土から集めた泡盛を楽し
めるお店です。

㉠高槻市京口町8-5 第一ASビル 2F　
㉥11:00-03:00（LO02:00）　
㉡月　
㉢hotpepper.jp/strJ001258416
㉣P6 C-5

072-676-9258㉤
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ビストロマブール

JR 高槻駅徒歩 1 分、阪急高槻市駅徒歩 5 分。旬
の食材を調理するシェフのお店です。ランチの人気
は月替わりのマブールコース、ステーキコースです。
ディナーはパスタ、お魚、お肉のセットに様 な々種類
のワインもございます。落ち着いた雰囲気の店内で
美味しい料理とお酒をお楽しみください。

㉠高槻市紺屋町3-1 B101 グリーンプラザ3号館 B1　
㉥昼11:30-15:00、夜17:30-22:00　
㉡月・第3水（前後の月・火）　
㉢r.gnavi.co.jp/c641901　
㉣P7 B-1

072-682-8337㉤

笑い処 希実子

笑い処 希実子です。おばんざいをメインに美味しいお酒を楽
しんで頂いてます。カウンターのみでこじんまりしてますが、
高槻のオカンの家庭料理も沢山用意してますよ。女将を筆頭
に笑い声の絶えない、楽しい居酒屋です。

㉠高槻市紺屋町3-1 B116　
㉥17:00-23:00
㉡第3水・木　
㉣P7 B-1

080-1472-7608㉤

手打吉兆

手打ちうどんそばを 43 年間手打ちにこだわり地元の方にした
しまれております。日 お々客様に美味しい料理を提供する事に
努力しております。お気軽にご来店ください。

㉠高槻市紺屋町3−1 グリーンプラザビル B1　
㉥月〜土11:00-19:00、日11:00-15:00 　㉡第3水　
㉢kiccyou.jp
㉣P7 B-1　

072-682-7361㉤

旬彩酒房　きたむら

アットホームな雰囲気で一人でも立ち寄れ、複数名対応のテー
ブル席もあります。旬の鮮魚を使用したお造りや塩焼き・煮
付けなど品数も豊富です。また、地酒を飲みながら楽しめるお
つまみや、名物宇和島風海鮮飯もおすすめ！コースはご予算
に応じて承ります。

㉠高槻市紺屋町6-16 ライトハウスビル 2F　
㉥月・火・木～日・祝・祝前日17:00～23:30（フード LO22:30、
ドリンク LO23:00）　㉡水
㉣P7 C-2

072-647-7453㉤

タイ料理店 ディ－ディ－（DeeDee）

ディ－ディ－では、日本の皆様に美味しいタイ料理をお届けした
い！日常のひとつのお料理として、もっと気軽に親しんで欲しい！
と、言う気持ちでスタッフ一同取り組んでおります。ぜひ、本
場のタイ料理と、タイの雰囲気を楽しんで下さい。

㉠高槻市紺屋町8-3 　
㉥昼11:30-15:00（LO14:15）、夜17:00-22:30（LO21:30）コ
ロナの影響により短縮営業あり　
㉡月　㉢ddthai.net　
㉣P7 C-2

072-683-0617㉤

カフェ＆バール アルベルゴ

高槻センター街に面する当店では、日替わりメニューやお
いしいコーヒーを取り揃えております。店内だけでなくテ
ラス席を設けており、当店で心安らぐひと時をお過ごしく
ださいませ。

㉠高槻市紺屋町8-7　
㉥11:00-21:00（LO20:30）　㉡年中無休　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27012882
㉣P7 C-2

072-686-3288㉤
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ゴンパチ高槻

㉠高槻市城北町1-1-7 青山ビル 1F　
㉥昼11:30-14:30、夜17:00-22:00（緊急事態宣言中短縮営
業、インスタ掲載）　
㉡月・火
㉣P6 C-4

080-5781-5858㉤JK cafe

こなもんBarIMPACT

城北通りにあるカフェです。毎晩 19 時 -21 時まで、ノーチャー
ジ・チップ制で毎晩ジャズライブをしています。お気軽にお越
しください。

たこ焼きをメインにしている Bar です。たこ焼き以外にもオム
ライスなどフードメニュー多数！！Bar なのでお酒の種類ももち
ろん豊富！！一軒目からでも〆にでもいつでもどーぞ！！

㉠高槻市城北町1-2-8　㉥12:00-23:30　
㉡年中無休　　
㉣P6 C-4

㉠高槻市城北町1-1-6 ニューテンマヤビル 3F　
㉥19:00-04:00　
㉡月
㉣P6 C-4

072-671-1231㉤

spanish bar & cafe NEUTRAL

1 日かけて仕上げるだしを使った風味豊かなパエリアを看板メ
ニューに、季節の食材や地元農家さん直送野菜で作るタパス
も豊富に揃えております。お昼間は、5 種の前菜にサラダとスー
プとドリンクも付いたパエリアランチも人気です。阪急高槻市
駅から徒歩 5 分。少し喧騒を離れた石畳の路地裏に、ちょっ
ぴり小旅行気分でお越しいただけるお店です。

㉠高槻市城北町1-9-6　
㉥昼11:30-14:00（LO13:30）、夜17:00-22:00（LO21:00）　
㉡日（祝日はディナーのみ営業）　㉣P7 D-3

072-655-6529㉤

昭龍軒

創業 50 年の町中華。阪急高槻市駅から市役所へ向かう高架
沿いにある赤いのれんが目印のお店。店長のオススメは本格
四川の「麻婆豆腐」780 円と「担々麺」750 円。日替わりメニュー
の「本日のランチ」は 680 円とリーズナブルで各メニューがお
得に楽しめます！老若男女問わず、皆様のご来店をお待ちして
おります！！
㉠高槻市城北町1-10-8　
㉥昼11:30-14:00、夜17:30-22:00　
㉡日・祝　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27021012/
㉣P7 D-2

本まぐろ直売所 城北町店

東京豊洲市場直送！！絶品の天然まぐろのみを販売中！！大卸直
送だからできる！極上のまぐろが大変リーズナブルに！ご家庭で
召し上がるためのお刺身用の柵やお得な切り落としなど！丼も
販売中！！月に 3 日限定で、ご当地！巻き寿司イベント開催中！※
現在は、テイクアウトのみとなっております。※巻き寿司イベン
トに関しましては、お問い合わせください。

㉠高槻市城北町1-9-4　
㉥11:00-19:00　㉡日・祝
㉢magurochokubuy.jp
㉣P7 D-3

072-673-0968

072-674-1036

㉤

㉤

モチモチ太麺とトマトの旨味と酸味が絶妙なオリジナルソース
が癖になるナポリタンのお店です。半熟卵や炙りチーズ、スモー
キーなソーセージのトッピングをお好みでチョイス！阪急高槻市
駅から徒歩 3 分。夜は小皿料理が多数あり、女性 1 人でもふ
らりと立ち寄れる明るい雰囲気のお店です。女性店主が笑顔
でお待ちしております。
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Jasmine （ジャスミン）

Jasmine は阪急高槻市駅から徒歩 3 分の場
所にお店を構えており、隠れ家的なバーになっ
ております。非日常の空間で、多種多様な美
味しいカクテルをお楽しみいただけます。個
性豊かなバーテンダーとの会話や大切なパー
トナーとの特別な時間をお過ごしください。み
なさまのご来店をお待ちしております。

㉠高槻市城北町1-13-14 エソールビル 2F　
㉥20:00-ラスト　㉡日　
㉢takatsuki-jasmine.jimdofree.com
㉣P7 D-2　

080-3710-2918㉤

立呑旬鮮 すーさん阪急店

海鮮料理を中心に、おつまみ、串カツが食べられるお店です。
帰宅途中に、今日も思わず寄ってしまうような居心地の良いお
店の雰囲気。安ウマで思わず顔が緩んでしまうはずです。お
魚の鮮度、うま味、ともに最高ですよ。

㉠高槻市城北町2-2-1　
㉥16:00-22:00　
㉡日
㉣P6 C-4

080-1423-8166㉤

FOREST GREEN PASTA&BAKE

阪急高槻市駅直結。エミル高槻 1F。焼き菓子と【森】をイメー
ジしたパスタのお店です。ハーブ、きのこ、ナッツやスパイス
を使い、もっと独創的に、もっと滋味深く、パスタに「森」を
表現しました。ランチにはきび糖シロップと果物で作ったアロ
マウォーターバー付き。焼き菓子や旬のフルーツを使用したケー
キもご用意しています。

㉠高槻市城北町2-1-18 エミル高槻 1F　
㉥10:00-20:00　㉡エミル高槻に準ずる　
㉢fg-rocca.com　㉣P6 C-4　

080-4703-5062㉤

カモセ珈琲焙煎所

阪急高槻市駅南側すぐ、スペシャルティコーヒー専門自家焙煎
珈琲店。珈琲豆常時 8 種類以上。焙煎豆の量り売り、ドリン
クは店内でもテイクアウトでも。オーナーは Q アラビカグレー
ダーの焙煎士。厳選したスペシャルティコーヒーを丁寧にハン
ドピッキングし焙煎しています。

㉠高槻市城北町2-2-3　
㉥11:00-20:00　㉡月　
㉢kamose.shop　
㉣P6 C-4

072-672-8800㉤

JK BIRD

オリジナルカクテル、洋酒など、お食事の後の一杯をどうぞ

㉠高槻市城北町2-2-12 2F　
㉥18:00-03:00　
㉡年中無休　
㉣P6 C-4

072-676-3661㉤

高崎流居酒屋 道場

【高槻唐揚げ選手権】にて 3 年連続金賞受賞の唐揚
げが食べれます！お客様に大好評！お土産にもオススメ
です！昔から高槻で愛されている高槻名物【高槻うどん
ギョーザ】も是非！毎日の日替わりオススメメニューもござ
いますので是非ともご来店ください！

㉠高槻市城北町2-3-18 第2ホワイトビル 1F　
㉥17:00-24:00　㉡元旦　
㉢doujoutakatsuki.com
㉣P6 C-4　

072-670-0770㉤
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炭火串焼 はなきりん

㉠高槻市城北町2-11-17 ゼブラビル 1F　
㉥17:00-24:00　
㉡不定休　
㉢hanakirin.owst.jp　
㉣P6 C-5

072-671-8989㉤

T’s ★Diner （ティーズスターダイナー）

UCCカフェメルカード高槻店

高槻バーガーを提供しているアメリカンレストラン！ バーガー
EXPO やバーガー GP で優勝！ 数々の賞を受賞！厳選された
新鮮な高槻食材が味わえ本場の味をとことん追求した本格
派バーガーを提供しているお店！ アメリカンサイズでビーフ
100%135g のボリュームに感動！高槻寒天 BBQ ソースが決め
手！芸能人ファンも多い♪

阪急高槻市駅南側徒歩 1 分の創業 45 年の喫茶店です。コー
ヒーをはじめサンドイッチやナポリタン等、昔懐かしいメニュー
が愉しめます。銅板で焼き上げたホットケーキや、パフェ等、
デザートメニューも人気です。レトロな雰囲気の喫茶店でホッ
と一息。ゆったりとした時間をお過ごしください。モーニング（毎
日）、ランチ（平日のみ）もございます。
テイクアウトも始めましたので、ご家庭でもお店の味をお楽し
みいただけます。

㉠高槻市城北町2-11-5 南園ビル 1F　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-23:00　
㉡不定休  ※売切れ次第終了します。　
㉢ts-star-diner.com
㉣P6 C-5　

㉠高槻市城北町2-4-12 辻ビル 1F　
㉥日～木08:00-22:00、金・土08:00-23:00　㉡元旦　　
㉣P6 C-5

072-672-0721

072-675-0508

㉤

㉤

LaLa-chocolat

2015 年にオープンしたチョコレートと焼き菓子の専
門店です。「高槻からおいしい笑顔を届けたい」を
コンセプトに、丁寧に優しく心を込めて、お菓子作
りをしています。「素材に向き合った上質なチョコ
レート選び」「きめ細やかな温湿度管理とテンパリ
ング」「真摯に素材と向き合う」ことを大切に、ま
ごころを込め、ひとつひとつ手作業で作っておりま
す。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

㉠高槻市城北町2-13-2　
㉥10:00-19:00　㉡日・祝　㉢lala-chocolat.net
㉣P6 C-4

072-668-5055㉤

城北水餃子eight

全 20 種類から毎日 5 種類の水餃子を提供。クラフトビールは
4 種類常備。本格水餃子をどうぞ。

㉠高槻市城北町2-14-11 桃園ビル1F　
㉥17:00-01:00　
㉡日　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27119592　
㉣P6 C-4

あん小屋 どらサン

『良い素材をできるだけシンプルに』『体にも心にもやさしい』
をモットーに日々 どらサンを作っています。生地は、水を一滴も
使わず無調整の有機豆乳のみで仕上げ、一枚一枚手焼きで。
あんこは、北海道産小豆を使用し、じっくりコトコト炊いていま
す。数に限りがございますので、事前のご予約をお待ちして
おります。（定番７種類＋冬季限定チョコあん）

㉠高槻市城北町2-13-9　
㉥10:00-18:00（売り切れ次第終了）　㉡日・月
㉣P6 C-5

050-7125-8855

050-5869-5309

㉤

㉤ カウンターの中に見える炭焼きどこ。目の前で焼く串焼きのメ
ニューは 40 種類以上。鶏はもちろん野菜やお肉、魚介類等
焼いて美味しいものいっぱいです。可愛くてきれいな店内で楽
しい時間を過ごしてくださいね。
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MAGARI弁当 美樹

調味料にもこだわりをもって無添加、国産は
勿論周りに見せたくなっちゃうお弁当はどうで
しょう？至福のランチタイムに是非。

㉠高槻市城北町2-14-11　
㉥08:00-14:00　
㉡日　
㉣P6 C-4　

050-3552-3633㉤

本格広島お好み焼き たにもと

北摂で唯一、本格的な広島のお好み焼きを召し上がっていた
だけます。一品も多数ご用意しています。束の間の息抜きに
遊びがてらお越しいただけると幸いです。よろしくお願いいた
します。

㉠高槻市城北町2-14-27　
㉥緊急事態宣言中12:00-20:00、通常営業17:00-03:00　
㉡日（祝日は営業）　
㉣P6 C-4

072-672-0538㉤

Bar ARNOU

路地裏にある、カウンターのみの隠れ家バーです。ウイスキー
（アラン・スプリングバンクを強化しています）、ラム、カクテ
ル、ワイン等を落ち着いた雰囲気でお楽しみ下さい。2019 年
より禁煙バーになりました。

㉠高槻市城北町2-14-26 大槻ビル 1F　
㉥20:00-03:00　
㉡不定休
㉣P6 D-4　

072-676-7706㉤

うまいもん酒房 祥来

全部手作り健康で美味しいを小皿に込めて。

㉠高槻市城北町2-14-29　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-24:00　
㉡日　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27113131
㉣P6 C-4　

080-4021-8882㉤

カフェ・バーマリンナ

ボリュームたっぷり！の日替わりランチ、好評のうどんギョー
ザ、ランチ、店内変わりパン販売、スイカパン等（自家製、
国産小麦粉使用）、高槻マスコットキャラクター、はにたん
肉まん販売。クラフトビールも好評です。

㉠高槻市高槻町5-24　
㉥10:30-23:00　
㉡日＆不定休　
㉣P7 A-2

072-685-5300㉤

PUB M★TRY

大人数でもゆったり楽しめる、広くて清潔なお店です♫
飲み放題システムでお会計もリーズナブル！ カウンター席
もあるので、もちろんお一人様も大歓迎。 美味しいお酒
と楽しい会話、愉快なスタッフの三拍子が皆様をお待ち
しています！ 営業時間外のご利用はご相談ください♪（会
議・研修会・２次会など）

㉠高槻市高槻町5-24 第3岡ビル 2F　
㉥20:00-ラスト　㉡月～木（その他の日は予約営業）
㉣P7 A-2　

072-683-5567㉤
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日本酒のみくらべ はてなのちゃわん

㉠高槻市高槻町7-12　
㉥17:00-23:00　
㉡不定休　
㉢hatenanochawan.com　　
㉣P7 B-3

072-668-7349㉤

Brasserie24℃

ハンバーガー研究所 T’s★LAB

フレンチをベースに季節の素材を使ったお料理を提供していま
す。コース料理だけではなくアラカルトでもおまかせでも OK
です。ビールやワイン、カクテルも数多くご用意しています。
名物はフォワグラ丼などフォワグラを使ったお料理です。

新しい体験ができるおもしろ飲食の形！その数 4 万通り！自分で
焼いて自分で挟んで楽しめるハンバーガーのお店♪ タップで味
わえるクラフト生ビールは常時 9 種類！おつまみも豊富で通常
メニューもあり！これまでたくさんのメディアに紹介されました。

㉠高槻市高槻町6-24 スカイハイツ 1F　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-24:00　
㉡月　
㉢r.gnavi.co.jp/amp/k416200　
㉣P7 A-3　

㉠高槻市高槻町6-13　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-23:00　
㉡不定休 ※予約来店がおススメ　
㉢hotpepper.jp/strJ001250988　
㉣P7 A-3

072-681-6784

072-682-4422

㉤

㉤

GOOD LIFE SURF DINER

夫婦で経営しているハワイアンの飲食店です。厳選した新
鮮野菜にこだわったサラダを目当てにご来店される方も多
く、本場の味をより食べやすく日本人に合うように作ってい
ます。高槻にいながら HAWAII を感じられる温かい空間。
ぜひ高槻のハワイに遊びに来て下さい！

㉠高槻市高槻町11-9 イバラキヤアネックスビル 2F　
㉥火～金11:00-15:00、土11:00-15:00、夜17:30-20:00、
日11:00-16:00　㉡月（月曜祝日の場合火曜）　
㉣P7 B-3

072-685-6388㉤

グーグー藤カレー

「スパイス足りてますか？」でお馴染みのグーグー藤カレーです。
当店は、今年の 4 月でオープン 2 年目を迎えました！小麦粉、
化学調味料、白砂糖不使用。インド産バスマティライス、国産
米油使用で、食べて美味しい！食べた後は胃もたれしない！そ
んな、体に優しいカレーを作っています！

㉠高槻市高槻町9-20 ブルーピア第一ビル 1F103　
㉥月～金11:30-14:30、土・日11:30-15:30　
㉡火・水　㉢googoofujicurry.com　　
㉣P7 B-3

JK高槻

阪急高槻市駅徒歩 3 分 カジュアルなスタイルのアットホームな
バー 各種パーティーも承ります。ガラス張りで内観が見えるた
め、バー初心者の方も安心。会計は一杯ごとのキャッシュオン
デリバリーシステム。店内はアットホームでカジュアルな空間。
二次会や打ち上げなど各種パーティーにもピッタリです♪最大
収容 34 名様 OK ／貸切も要相談により承ります！お仕事帰り
の一杯はもちろん、カップルでのデート使いにも最適♪

㉠高槻市高槻町10-15 2F　
㉥18:00-03:00　㉡年中無休　
㉣P7 B-3

072-685-6335

080-3758-9090

㉤

㉤

季節の素材を使った酒の肴と、毎月テーマを変えながら提供
する日本酒ののみくらべが人気です。
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和屋2nd.

ビルの 3 階にあるので外からは見つけにくいです
が、1979 年に作られたノスタルジックな店内で
飲むお酒は格別です！！紅茶のアールグレイをウイ
スキーに漬け込み香りを引き出したオリジナルハイ
ボールが特にオススメですよ！！

㉠高槻市高槻町11-21 西第5ビル 3F　
㉥19:00-23:00　
㉡日
㉣P7 B-3　

070-8937-1344㉤

お茶漬酒場 金の穂銀の水

■創作料理と豊富なお酒■毎日仕入れる新鮮な魚や創作料
理、定番の居酒屋メニューなど、お酒のお供にうってつけの
料理を気分に合わせてお選びください。■こだわりの「旨だし
茶漬け」■米、水、出汁にこだわったちょっと贅沢なお茶漬け。
お腹を満たすだけでなく、舌をうならせるその味をぜひ一度お
試しください。

㉠高槻市高槻町13-4 三精ビル 1F　
㉥昼11:30-14:00、夜17:30-23:00　
㉡火　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27006148　
㉣P7 B-3

072-686-0066㉤

くしや 鳥時々

「隠れ家的大人の雰囲気のお店」をコンセプトに、食材＆調理
に拘わり抜いたお料理を提供。地鶏はもちろん、創作の串や
お料理を中庭を見ながらお楽しみ頂けます。

㉠高槻市高槻町12-2 谷口ビル 1F奥　
㉥17:00-23:30　
㉡火
㉣P7 B-3　

072-648-4768㉤

メサベルテ高槻店

メサベルテでは素材のおいしさを引き出すために、オールスク
ラッチ製法にこだわっています。オールスクラッチ製法とは、
パン生地の製造から販売までの全てを行うことです。毎日、熟
練したパン職人たちの手によって小麦粉を計量し、その日の気
温や水温、天候も条件を見極めて生地を作ります。ひとつず
つ丁寧にパンを焼き上げています。小麦粉からパンになるま
で、時間と手間をかけながら丁寧においしいパン作りを目指し
ています。

㉠高槻市高槻町13-5　
㉥月～金07:00-19:00、土・日・祝 07:00-18:30（コロナで時
短営業です）　
㉡1月1日～3日　㉢mesaverte.com
㉣P7 B-3　

072-681-1148㉤

博多もつ処東屋ふたば店

厳選した黒毛和牛のもつと博多より直送した調味料を使用
した本場博多もつ鍋専門店です。珍しい焼酎やオリジナル
漬け込みハイボールなどお酒にも力を入れています。

㉠高槻市高槻町13-14 プレミアビル 2F　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-24:00　
㉡火　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27103075
㉣P7 B-3

072-682-2665㉤

焼肉しがらき

良質なお肉を少しずつ、種類豊富に楽しめます！ お肉人
気は、特上厚切りタン元、厚切りランプステーキ、一品
のレアステーキユッケ、ホルモンスープもおすすめです！！
落ち着いた店内は、煙も少なく匂いもつきません！ご家族、
デート、ご友人との様 な々お食事にピッタリです！

㉠高槻市高槻町14-4 2F　
㉥17:30-23:00　㉡月　
㉢yakiniku-shigaraki.com　
㉣P7 B-3

072-648-3335㉤
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粉もん屋八 高槻店

㉠高槻市高槻町15-11 東邦ハウスオブアート館 1F　
㉥11:00-22:00　
㉡不定休　
㉢konamonya-hachi.com　　
㉣P6 C-4

072-685-5968㉤

高槻天然温泉天神の湯 茶の間

やきとりバルUNUBOREYA

JR 高槻駅徒歩 3 分、阪急高槻市駅からも徒歩 5 分の場所に
位置する、高槻天然温泉天神の湯 4 階にございます。旬の
食材を使った定食や、お風呂上りにぴったりのドリンク・一品
料理など、様 な々メニューを取り揃えております。ぜひお越しく
ださいませ。

2019 年 4 月にオープンした当店は、木材の暖かみのあるカフェ
＆夜はやきとりバル UNUBOREYA に変身します。ランチメ
ニューは和食から洋食まで幅広く揃い、テイクアウトのお弁当
も人気です。大量オーダーも受け付けていますので、ホームパー
ティーの 1 品にもオススメです！

㉠高槻市高槻町16-5　
㉥11:00-23:00（LO22:30）　
㉡不定休　
㉢tenjin-spa.com/meal　　
㉣P7 C-3　

㉠高槻市高槻町14-7 1F　
㉥11:00-23:00　㉡月　
㉢r.gnavi.co.jp/ngstvx7p0000/lunch
㉣P7 B-3　　

072-681-1126

072-655-8281

㉤

㉤

まちのバル＋ビストロ Shuval

素材を大切にし、高槻産の野菜を中心にヨーロッパのお料理を
提供しています。手作りできるものはなんでも手作り！パスタも
店内手打ちの生パスタ、ソーセージ だって作ります☆ランチも
充実11:00-15:00と余裕の営業。まさにオンリーワン！カウンター
6 席、テーブル席 12 席。おひとり様からお気軽にどうぞ。

㉠高槻市高槻町17-13 1F　
㉥月～金 昼11:00-15:00 ※土曜ランチは休み、
夜18:00-23:00　㉡日（土はディナーのみ営業）　
㉢instagram.com/shuval_takatsuki　㉣P7 C-2

072-628-7934㉤

生産者直送 焼肉 一牛

焙煎工房カフェドタイムリー高槻店

当店では店主実家の牧場よりお肉を直接仕
入れています。正に『生産者直送』です。
直接仕入れることにより上質なお肉をリーズ
ナブルな価格でご提供しております。また
味わい豊かなメスの牛を厳選して入荷して
います。良質な鹿児島県産黒毛和牛をぜ
ひご堪能ください！！

㉠高槻市高槻町17-15　
㉥昼11:30-14:30、夜17:00-23:00（時短
営業になること有）　
㉡不定休　㉣P7 C-2

ご注文を頂いてから焙煎する鮮度抜群の珈琲豆。お客様のお
好みに合わせて焙煎致します。世界各国 100 種類の珈琲豆
を取り揃えた珈琲専門店です。店内でのお食事も可能です。
モーニングは 12 時までやっております！

㉠高槻市高槻町16-5 温泉 1F　
㉥08:00-19:00　
㉡年末年始のみ　
㉣P7 C-3

072-668-4015

072-686-4151

㉤

㉤

奈良県最大 B 級グルメ No.1 の実績があります。奈良県発祥
の粉もん屋八自慢のたこ焼き是非食べて見てください！ご来店
お待ちしております！
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kunsei lover fumo

「来るたびに新しい燻製と出会える燻製バル」をコンセプ
トに様 な々燻製料理が楽しめる「裏路地」の隠れ家的お
店。店内の自家燻製器で、定番の燻製料理だけではなく、
お醤油などの調味料まで燻製！ メニューもオリエンタルな
アレンジも含め、バルとして軽く一杯から、〆のお食事ま
で楽しめます！

㉠高槻市高槻町20-8　
㉥17:00-23:30　㉡火　
㉢withfumo.com
㉣P7 C-3

072-669-7822㉤

錦もちつき屋

パティスリーカヌリエ

京都、錦市場より高槻に移転いたしました。つきたて、焼きた
てのお餅を提供しています。素材にこだわり滋賀県信楽の契
約農家で作っていただいた羽二重糯米を使用しています。ま
た店頭でもちつきの実演も行い、夏には、蜜にこだわったかき
氷もしています。

2021 年 8 月にオープンした、素材にこだわる洋菓子店「パティ
スリーカヌリエ」。看板商品であるドイツ発祥のベイクドチーズ
ケーキ、「アイアシェッケ」をはじめ、生菓子、焼菓子、コンフィ
チュールなどアイテムを取り揃えております。大切なお祝いの
日に、ちょっとしたご褒美に、カヌリエのお菓子で少し贅沢な
ひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。

㉠高槻市高槻町20-12 久保田ビル 1F　
㉥11:00-18:00（時短営業中）　
㉣P7 C-3

㉠高槻市天神町1-5-5　
㉥10:00-20:00（ケーキなくなり次第終了）　
㉡月・火　㉢patisserie-cannelier-1.jimdosite.com
㉣P4 B-4

072-691-0802

080-9168-8326

㉤

㉤

珈琲屋ほっぺ

新鮮な豆で丁寧にハンドドリップで抽出したコーヒーと、高槻
では珍しいラテアートを楽しめるカフェです。高槻で育ったお
米で作られた米粉「清水っ粉」を使用しただし巻きサンドイッ
チや焼き菓子もお召し上がりいただけます。テイクアウトもで
きますので是非ご利用ください。

㉠高槻市野見町3-4　
㉥火・木・土08:00-18:00（LO17:30）、水・金09:30-18:00
（LO17:30）　㉡日・祝・月　
㉢coffeeyahoppe.business.site　㉣P7 D-3

072-648-3750㉤
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牛めし つの田

牛めしつの田は、肉惣菜・肉弁当の専門店です。黒毛
和牛を使用した牛めしをはじめ、ステーキやハンバーグな
ど肉惣菜専門店だからこそできるボリュームある商品を取
り揃えております。また、お米は金賞受賞健康米「ゆめ
ぴりか」を使用。厨房内に鉄釜を用意しており、ごはん
の炊き方にまでこだわっております。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00　㉢kaisei-musashi.com　
㉣P4 B-5

072-684-5251㉤

アントステラ
 【エンジョイスイーツコーナー内】

100 種類近いレシピの中から、季節に合わせたクッキーを毎日
15 種類前後、店内で焼き上げるクッキー専門店です。人気
No.1 は、チョコレートチップクッキー！サクッカリッとした食感
が特徴です。毎月 “9” のつく日は、お得なお客様感謝デー（予
告なく変更の場合あり）。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00
㉣P4 B-5

072-683-2787㉤

CRAMSBANANA

バナナジュース専門店です。国産（高知県産）、フィリピン産、
エクアドル産の高地栽培の高糖度のバナナのみを使用。氷や
水を一切使わずバナナ、牛乳、はちみつのみで作っています。
20 種類程のバナナジュースから、お気に入りをお楽しみくださ
い！

㉠高槻市野見町4-6　
㉥11:00-18:00　㉡不定休　
㉢cramsbanana.com
㉣P7 D-2

080-6158-0877㉤

カフェメゾン 
【エンジョイスイーツコーナー内】

エスプレッソをベースにしたドリンクやお子様にもお楽しみいた
だけるジュース、一緒にお召し上がりいただけるスイーツなども
ご用意いたしております。カフェコーナーに併設したコーヒー豆
の量り売りや、ギフトにも最適な商品もご用意いたしておりま
す。高槻阪急でのお買い物途中のご休憩には、ぜひ地階エン
ジョイスイーツコーナー「カフェメゾン」をご利用ください。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00（LO19:30）　
㉣P4 B-5

072-684-5318㉤
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茶寮　伊藤園 
【エンジョイスイーツコーナー内】

茶寮伊藤園は、「お～いお茶」でお馴染みの伊藤園直営店舗
です。お茶を通じて日本の「和」をお伝えし、“ お茶を身近に
感じていただける場所 ” をコンセプトにした和カフェです。こ
だわりの茶葉による入れたての緑茶や、茶道のお点前で使用
される本格的な抹茶を使用したグリーンティー、抹茶ラテ等の
ドリンクメニューのほか、抹茶ソフトクリーム、抹茶パフェ等の
デザートメニューも取り揃えております。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00（LO19:45）
㉣P4 B-5

072-685-6636㉤

十勝あんこのサザエ 
【エンジョイスイーツコーナー内】

サザエといえば十勝おはぎ。自慢の自家製あんこを使用したお
はぎをはじめ、あんこをたっぷり詰め込んだ大判焼きに団子や
大福にいたるまで、おすすめの和スイーツが揃う和菓子店で
す。素材にこだわり、ひとつひとつまごころを込めて作った手
づくりのおいしさをお届けいたします。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00　
㉣P4 B-5

072-684-5324㉤

たごさく

国産のもち米と多彩な素材を炊き合わせたおこ
わを使用したお弁当やおこわいなりなど、多数取
り揃えております。地階にお立ち寄りの際には、
ぜひご利用ください！

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 地階　
㉥10:00-20:00　
㉢tagosaku.co.jp
㉣P4 B-5

072-683-5361㉤

UCCカフェプラザ 高槻阪急店

JR 高槻駅からすぐの高槻阪急 2 階にある、コーヒーでおなじ
みの UCC 直営のカフェです。奥まった場所に位置し、ゆっく
りとくつろいでいただける空間になっています。おいしいコー
ヒーと自慢のワッフルを味わいにぜひ一度足をお運びくださ
い。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 2F　
㉥10:00-20:00（19:30LO）　　　　
㉣P4 B-5

072-686-4310㉤ （ドリンクのみ）

64



カフェ・ド・クリエ 高槻阪急店

JR 高槻駅直結、高槻阪急 4 階にあります、カフェ・ド・
クリエです。ドリンクやトーストサンド、パスタやケーキ、
焼き菓子等、種類豊富にメニューをご用意しております。
クリエを選んで来てくださっているお客様に対して感謝の
気持ちを込め、最高のサービスと、居心地の良い空間を
整えお客様をお迎え致します。お買い物の際には是非お
立ち寄り下さい。テイクアウトも可能です。皆様のご来
店を心より、お待ちしております！

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 4F　
㉥10:00-20:00
㉢pokkacreate.co.jp/crie　　
㉣P4 B-5

072-684-8810㉤

廻転寿司 CHOJIRO 高槻阪急店 

季節料理 五旬

活魚が弾けるような活きの良さ。板前も給士も活気あふれるお
もてなしを何よりも大切にしています。和みに満ちた店内、選
りすぐりの美酒や旬を極めた一品料理の数 も々、お客様に心
地良いのびやかなひとときを満喫していただくための独自の心
配りです。みんなが大好きなお寿司をもっと美味しく、もっと気
軽に味わってもらいたい。そんな想いを持って CHOJIRO は
誕生しました。旨い時間へ、ぜひ一度。

JR 高槻駅直結、高槻阪急 6 階にある和食料理店です。旬の
お魚やお野菜を中心に、四季折々の季節の味をお楽しみいた
だける料理をお出ししています。お気軽にご利用いただけるラ
ンチから、法事・慶事などのご相談も承ります。ご来店、心
よりお待ちしております。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:30LO）　㉢chojiro-kyoto.com　
㉣P4 B-5

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-15:00
　17:00-22:00（21:00LO）　　　　
㉣P4 B-5

072-668-6337

072-684-1151

㉤

㉤

串の坊 高槻阪急店

目の前で揚げられた串をすぐに食べられるカウンター席は雰囲
気抜群。その日のおすすめを次 と々お出しするおまかせコース、
気軽にお楽しみいただける品数の決まったお決まりコースなど、
鳥、獣、菜、魚、貝、實、四季折々の旬の食材から人気串ま
で串の坊こだわりの串カツをぜひお楽しみください。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）
㉣P4 B-5

072-683-0821㉤
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中国料理桃谷樓 高槻阪急店

古都・奈良に本店を構える中国料理店。化学調味料を
使用せず、天然塩をはじめとする厳選した調味料を用い、
素材の持つ滋味を活かす伝統の技で調理しています。
名物の「酢豚」をはじめ、人気の「餃子」など、お子
さまにも安心してお召し上がりいただけます。また、お店
で提供する料理の食材、調理工程そのままに作り上げた
冷凍食品もご自宅用、贈答用に好評です。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）　㉢tokokuro.jp　
㉣P4 B-5　

072-682-9233㉤

そじ坊 高槻阪急店

信州の民家を思わせる落ち着いた店内で、湯がきたてのそば
の味をしっかり味わえるそば専門店です。冷たいそばにはご自
身で生わさびをおろして頂くメニューもご用意しております。わ
さびの風味がきいたそばは格別です。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）　
㉢gourmet-kineya.co.jp　　　
㉣P4 B-5

072-685-5202㉤

自家製麺 杵屋 高槻阪急店

うどんの美味しさを存分にお楽しみいただける、店内で製麺する
自慢の麺と関西風のだしの組み合わせ。おすすめは人気 NO1
のかつ丼定食。セットのうどんは温冷お好みでお選びいただけ
ます。また、うどんは半玉増量無料ですので、しっかり食べた
い方もご満足いただけます。皆様のご来店、心よりお待ちして
おります。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）
㉢gourmet-kineya.co.jp　
㉣P4 B-5

072-683-6841㉤

千房 高槻阪急支店

JR 高槻駅直結、高槻阪急 6 階の真ん中で営業するお好み焼
千房。お好み焼、焼そば、モダン焼、九条ネギ焼、などなど、
ご注文を受けてから焼き上げる自慢のメニューをぜひお召し上
がりください。お料理のお持ち帰りも承ります。お買物前にご
注文いただけば、お帰りの時間に合わせてご用意いたします。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥平日11:00-15:00（14:20LO）/17:00-22:00（21:20LO）
　土日祝11:00-22:00（21:20LO）　
㉢chibo.com　　
㉣P4 B-5

072-681-3321㉤
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とんかつ・豚しゃぶ かつ乃

とんかつはすべて、宮崎県の銘柄豚「日南もち豚」を使用。
お漬物は京都「錦・高倉屋」の伝統ある京漬物。おかわり自
由のご飯は白米と十穀米からお選びいただけます。JAZZ の
流れる落ち着いた店内で、厳選素材にこだわったお料理をお
楽しみいただけます。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）　
㉣P4 B-5

072-668-5167㉤

フランス料理 ポンマリー

地元高槻で 30 年以上、季節の食材にこだわった料理をお楽
しみいただけるフランス料理店。カジュアルなランチコースか
らグルメな本格フレンチまでご用意いたしております。オーナー
自ら厳選した市場からの鮮魚、オマール海老、旬の野菜など
を取り入れたお料理で、皆様のご来店をお待ちしております。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-15:00（14:00LO）
　17:00-22:00（21:00LO）
㉣P4 B-5　

072-683-4727㉤

ペルコラ 高槻店

高槻で愛されて 25 年以上！！50 種類以上あるメ
ニューの中でも、自家製トマトソースは親子 3 代で
ご注文いただくお客様もいる創業から変わらぬ人
気の味です。また、季節ごとに旬の食材を使った
メニューが続 登々場。自家製デザートもご用意して
いますので、カフェ使いもおすすめです。スタッ
フ一同、皆様のご来店を笑顔でお迎えします。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:30LO）　　　
㉣P4 B-5

072-681-8819㉤

ポムの樹 高槻阪急店

JR 高槻駅前の高槻阪急 6 階、ふわとろオムライスの専門店。
定番のケチャップオムライスから、ソースやトッピングにこだ
わった創作オムライスまでさまざまな味わいをお楽しみいただ
けます。自社独自の資格を取得したオムライスマイスターが作
る、こだわりのオムライスをぜひご賞味ください。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:00LO）　
㉣P4 B-5

072-685-9025㉤
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和牛焼肉 香櫨苑

安心・安全な黒毛和牛だけを契約牧場から一頭買い。
一頭買いだからご用意できる希少部位も存分にお楽しみ
いただけます。全席無煙ロースター完備。ニオイを気に
せず、おいしい焼肉をお召し上がり頂けます。個室のご
用意もございます。大切な方とのお食事にぜひご利用下
さい。

㉠高槻市白梅町4-1 高槻阪急 6F　
㉥11:00-22:00（21:30LO）　
㉢royalshoji-food.jp/shop/000016.html　　
㉣P4 B-5

072-685-4129㉤

わたし入籍します 高槻店

カプリチョーザミューズ高槻店

食パンと結婚したくなる（毎日食べたくなる）、そんな食パンを
作って届けたいという思いで、皆様に愛されるお店を目指しま
す。食パンは、ローズソルトを活かしたプレーンの「ねぇ一緒
に食べよっか♡」とサンマスカットレーズンの「胸キュンな午
後♡」の 2 種類。

「カプリチョーザ」とは、イタリア語で “ 気まぐれ ” という意味。
本場イタリアの味をわいわいと取り分けてお楽しみいただけ
る、幅広い層からの支持を誇るカジュアル・イタリアンです。
定番メニューは、いずれも創業以来のレシピを守ってご提供し
ている逸品。

㉠高槻市白梅町4-8 ミューズコート 3F　
㉥09:00-20:00なくなり次第終了　㉡不定休　
㉢nyuseki-bakery.com
㉣P4 C-5

㉠高槻市白梅町61-2　
㉥11:00-20:00　㉡元旦　
㉢capricciosa.com　
㉣P4 B-5

072-669-9730

072-686-3544

㉤

㉤

ルゥカルメン

大人のためのスパイスカレーの店。スッキリと洗練された味わ
いと、10 数種類のスパイスの美味しさを感じられる奥深いカ
レーは、店主が 10 年以上かけて世界中のカレーを食べ歩き、
実現しました！そして、カラダが喜ぶカレー、その秘密は、驚
くほどの低カロリーと低塩分。そのクセになる味はリピーターの
方 に々ご好評です。是非一度ご賞味あれ！

㉠高槻市南芥川町1-16　㉥11:30-15:00　
㉡日・月　㉢ruecarmen.com　
㉣P5 D-3

072-609-5714㉤
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沖縄ダイニング 美ら彩

JR 摂津富田駅北口すぐ、南国情緒あふれる本格沖縄
料理店。ソーキそば、ゴーヤチャンプル、ラフテー、お
魚等食材の殆どは沖縄より直接仕入れています。また、
オリオン生ビール、泡盛、ハブ酒、シークァーサージュー
ス等ドリンクの種類も豊富。店内にて沖縄民謡を聴き
ながらゆったりとした時間をおくつろぎ下さい。

㉠高槻市大畑町1-10 田村ビル 1F　
㉥昼11:30-15:00（LO14:30）、夜18:00-24:00（LO23:00）　
㉡日・祝　
㉣P8 C-5

072-697-2731㉤

小料理 さよ

７席の小さな居酒屋です。
アットホームなお店ですので、お気軽にご来店お待ちしており
ます。
女性お一人様も大歓迎で～す♪

㉠高槻市大畑町3-9 ジョイフルとんだ 106　
㉥17:00-22:00　
㉡不定休　
㉣P8 C-5

080-3867-0343㉤

Grillバル 飛擦技

ジビエって臭い硬い美味しくないって思ってません？猟師が命
をかけて捕獲した栄養満点のジビエをまずは「猪のミンチカツ」

「鹿のコロッケ」から召し上がって下さい !! 山野を駆け巡った
天然の旨味は格別です。気軽に炭火で焼いた猪串、鹿レバー、
ハクビシンなど絶品ですよ。もちろんジビエ以外の旨いもんも
外しません！無冷凍の会津馬刺し、神戸牛ローストビーフなど
自慢のレモン酎ハイでどうぞ。

㉠高槻市大畑町25-9 ヴィラ大畑 1F　
㉥17:30-22:00　㉡日・祝＆不定休　
㉢hisatsugi.owst.jp　
㉣P8 B-5

072-668-5929㉤
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のりまきのすけ

高槻でキンパといえば「のりまきのすけ」。人気ナンバーワン
の「焼肉キンパ」をはじめ、今話題の伸びるチーズがたっぷ
り入った「キムチーズキンパ」。でもお店では、「チヂミ」、「ス
ンドゥプチゲ」、「ビピンバ」、「韓国風串焼き」などもご用意し、
皆様に美味しいをお届けできるように、毎日元気にがんばって
おります。皆様のご来店心よりお待ちいたしております。

㉠高槻市川添2-1-3 川添ショッピングセンター 1F　
㉥日・月・火11:00-19:00オーダーストップ、水・金・土・祝前
日11:00-20:00オーダーストップ　㉡木　
㉢norimakinosuke.com　㉣P8 D-6

072-695-7881㉤

カトマンドゥカリーPUJA 高槻本店

ネパール人シェフが、日本人の味覚に合わせ、淡路の玉葱を
大量に長時間炒め、水や小麦粉（つなぎ）は一切使用せず（水
分は野菜のみ）、36 種の良質なスパイス、ハーブ、乳製品も
贅沢に使用原材料を凝縮したコクのある深い味わいのカリーに
タンドール（炭窯）で焼いたチキンなどネパールの宮廷料理
を楽しんで頂ける高級カリー店です。出来る限り地元の食材を使
い、美味しく安全に安心して食べて頂ける様に心掛けています。

㉠高槻市郡家新町1-30　
㉥昼11:00-15:00LO、夜17:30-22:00LO　
㉡年末年始　
㉢puja.ne.jp
㉣P8 B-6

072-681-0990㉤

Cafe Be

障がいのある方が利用される施設「ぷれいす
Be」の中にあり、地域の方にも人気です。島珈
琲さんの自家焙煎珈琲や本格エスプレッソマシン
で作るラテメニュー等をお楽しみいただけます。
コーヒー豆・手作り小物・野菜（週に一度）も販売。
ワークショップ開催中。

㉠高槻市郡家本町5-2 ぷれいすBe内　
㉥月～金12:00-18:00、土10:00-18:00　
㉡日・祝　㉣P8 A-5

072-681-4700㉤

JK富田

大阪府高槻市寿町の住宅街にありまして、今年で 34 年目を
迎えさせていただいている BAR になります。老若男女様々な
お客様に来店していただけるアットホームな雰囲気のお店と
なっております。

㉠高槻市寿町3-3-14　
㉥18:00-03:00　
㉡年中無休
㉣P8 C-6

072-696-6056㉤
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sue kitchen

ホテルで修業したシェフが、" ホテルの味をご自宅で "
をコンセプトに、高槻栄町に OPEN した小さなお店です。
毎日のごはんから、特別な日の豪華な party 料理まで、
幅広いお料理をお客様に合わせてご用意できます。店
頭には、お弁当・お惣菜・サラダ・デザートまでそろって
います。地元に愛される店になるよう日々 頑張っています！

㉠高槻市栄町2-5-8　
㉥10:30-18:00（商品なくなり次第閉店）　
㉡日　
㉢staichi8.wixsite.com/suekitchen
㉣P8 D-5

072-655-5962㉤

ぎんすい

菓匠 幸春

愛情たっぷりに育てられた京都肉。スーパーマーケット直営店
ならではの新鮮な食材をご提供！おしゃれな店内と親切なおも
てなしでお待ちしております。

北摂高槻で江戸時代に創製された代表銘菓、餡巻き「冬六代」
を作る和菓子屋。お歳暮や記念日にお贈りいただける箱詰め
ギフトを取り扱っています。季節に合わせた生菓子もその日の
朝に仕上げて店頭販売しております。

㉠高槻市栄町4-15-8 モリタ屋栄店 2F　
㉥昼11:30-15:00（LO14:30）、夜17:00-22:00（LO21:00）営
業時間は変動する場合がございます。詳しくは店舗までご確
認お願いいたします。　
㉡年末年始（他、臨時での定休日有）　
㉢moritaya.com/ginsui　
㉣P8 D-6

㉠高槻市津之江町2-5-10　
㉥09:00-18:00　㉡月・第2日　
㉢kou-shun.com　
㉣P8 C-6

072-692-5858

072-672-0861

㉤

㉤

ねき

四季折々のお野菜と発酵食品を中心に、様 な々ス
パイスを使ったノンジャンルなオリジナル料理で
す。ねきの料理にぴったりな日本で育った葡萄だ
けで作った “ 日本ワイン ” も販売中です。料理教
室／月末の金・土 11:00-2 時間程。イベント／月
末の日 12:00- ツキイチカレー。

㉠高槻市富田丘町6-18　
㉥昼11:30-14:30※現在ディナーは休業中　
㉡日・月　㉢ne-ki.com　㉣P8 C-4

070-5366-3092㉤
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パン工房 ラルユーズ

富田町 6-24-3 に在るティファニーブルーの扉が目印の手作り
パン屋。こだわりぬいた、しっとりほんのり甘いふんわりした
生食パンや自家製カレーパンが人気です。愛犬家ご用達の、
わんちゃん用おやつパン、ラスクが珍しい。遠方からのお客様
も多いです。

㉠高槻市富田町6-24-3　
㉥07:00-18:00（売り切れ次第閉店）、火07:00-13:00　
㉡水　
㉣P8 D-5　

072-668-3033㉤

幸せの黄金鯛焼き 高槻富田店

種子島産の安納芋をペースト状にした「幸せの黄金鯛焼き」
オリジナルの芋あん ( 黄金あん ) が絶品！！カスタードや粒あん
にも黄金あんが入っており、他にはない味わいで、一口食べ
れば幸せな気持ちになる事間違いなし♡また、クロワッサン鯛
焼きや焼き芋、そして…！とろとろで有名な " わらび屋本舗 " の
とろとろわらび餅もあるんです。どれもおやつやお土産に最適！
是非一度お試しください♪御来店心よりお待ちしております。

㉠高槻市富田町1-12-3　
㉥11:00-20:00　㉡年末年始　
㉢ori-sma.com/shop/幸せの黄金鯛焼き-高槻富田店　　
㉣P8 C-5

050-7123-4335㉤

キッチンたきざわ

阪急、JR の富田駅から徒歩約 5 分。店の前にコインパーキン
グ有り。海鮮、野菜の旬の食材を和洋折衷で提供しております。
お酒の種類も豊富に揃えております。メニュー外にも対応してお
ります。アットホームなお店を目指していて、老若男女の方に来
店して頂くよう努力しております。

㉠高槻市富田町1-5-9-101　
㉥火〜土17:00-24:00、日・祝17:00-23:00　
㉡月（祝日営業の場合は翌日が休みです）　㉣P8 C-5

072-693-0536㉤

創作酒菜もりたまYA

イタリアン、エスニック、各国料理！その日の
仕入れ食材により。調理法はなんでもござれ！
な創作料理居酒屋です^ み^んなの「今日も
お疲れ様！明日も頑張ろう！」を応援する。ユ
カイツーカイなお店です♪カッコいい方の居酒
屋コチラ（笑）

㉠高槻市富田町1-17-8 1F-A 　
㉥18:00-24:00　㉡木・第3日　
㉢moritamaya.com　　
㉣P8 C-5

072-694-7061㉤
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シェフズキッチンカナール

ご家族の大切な記念日に、日常の少しの寄り道に・・・旬の
食材と安心、安全を心がけ、皆様のご来店を心よりお待ちし
ております。とても小さなお店です。ご予約をして頂ければ幸
いです。

㉠高槻市西町20-5　
㉥10:00-22:00　
㉡木　
㉣P8 D-5

072-692-5311㉤

タナカコーヒーロースタリー

「ロースタリー」とは、「焙煎所」という意味です。府道 132
号線沿い、如是小学校近くにある自家焙煎珈琲店です。その
日の気温、湿度によって火力を調整しながら丁寧に焙煎してい
ます。手軽に高品質なコーヒーを楽しんでいただけます。店内
でコーヒーをお飲みいただけ、テイクアウトもやっています。コー
ヒー豆のほか、ドリップバッグ、水出しコーヒーバッグを販売し
ています。絵本作家 谷口智則さんの絵本を販売しています。

㉠高槻市如是町1-8　
㉥火～金12:00-18:00、土09:00-18:00　
㉡日・月　
㉣P8 C-6

072-669-8926㉤

麦のかほり

麦のかほりのパンはみんな、正直者。余計なも
のは加えない。ただただ、シンプルに美味しい
パンです。シンプルなものは、ごまかせない。
ごまかせないから、一つ一つ丁寧に作っていま
す。願わくば、麦のかほりのパンが毎日の食卓
にそっと並びますように。

㉠高槻市東五百住町3-6-26　
㉥07:00-19:00　㉡日・月　
㉣P8 C-5

072-693-2503㉤

MAKE E CAFE

天然酵母パン【koro ぱん】の トースト専門カフェ。もっちり。しっ
とり。ふんわり。人気の自家製シフォンケーキをはじめ ハンド
メイド雑貨、古墳フード & グッズも展開。

㉠高槻市東五百住町3-12-11　
㉥月～金11:00-16:00、土・祝11:00-15:00　
㉡週2日休業 （日・他1日）※インスタの営業日程参照　
㉢instagram.com/make_e_cafe　
㉣P8 C-6　

080-4020-6191㉤
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薩喜庵 宮田店

宮田町と西真上にある和菓子屋です。高槻産寒天を使用した
商品も多数そろえております。旬の果物を包んだフルーツ大福
も人気があり、葛餅を使用した溶けないアイスはお子様にも食
べやすく、低カロリーの為女性にもご好評頂いております。新
商品のとろとろわらび餅は口どけなめらかで香ばしいきな粉と
黒蜜がとても良く合います。ぜひ一度ご賞味ください。

㉠高槻市宮田町2-40-10　
㉥08:30-19:00（時短中の為18:00）　㉡不定休　
㉢satsukian.com　　
㉣P8 B-4

0120-456-034㉤

白菊屋

日本酒・焼酎・ワイン・クラフトビールなど造り手の想いが詰まっ
たお酒をセレクトした酒屋です。併設する立ち飲みスペースで
は地酒専門店ならではのお酒が色 と々楽しめます。

㉠高槻市柳川町2-3-2　
㉥09:00-20:00　
㉡水　
㉢shiragikuya.com　
㉣P8 D-4

072-696-0739㉤
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菓子工房Hikino

㉠高槻市寺谷町19-6　
㉥10:00-18:00　
㉡火・第3水　
㉢hikino.net　　
㉣P9 A-2

072-668-3399㉤

パン工房ゆいまーる

政やのたこ焼

卵・乳製品を持ち込まない厨房で卵乳製品不使用生食パン。
卵乳製品小麦不使用米粉食パン。アレルギーある人ない人
皆んなが美味しいパン作っています。国産小麦、てんさい糖
を使用した体に優しいパンです。

大阪で 50 年愛されたお好み焼き店「たらちね」の秘伝の粉
とソース。この度「和太鼓政や」とのコラボが実現し､ たこ焼
に進化を遂げ皆様のもとへ！「政やのたこ焼」是非とも､ 一度
ご賞味ください。

㉠高槻市塚原4-45-5　
㉥10:00-売り切れ次第終了　
㉡月・火　
㉢yuimaru-shop.com　　
㉣P9 B-1　

㉠高槻市大蔵司3-20-18　
㉥昼11:00-14:00、夜15:00-19:00　
㉡不定休（臨時休業あり）　
㉢wadaiko-masaya.com
㉣P9 A-2　　

072-609-6058

072-691-5100

㉤

㉤

山手の閑静な住宅街に OPENして 7 年目。原材料にこだわり、
生クリームは「北海道産の純生クリーム」小麦粉も「北海道
産のみ」を使い、ケーキにはアルコールや添加物は一切使わ
ず、焼き菓子にも必要最低限しか使っていません。そのため、
どれを食べても添加物特有の後味の嫌な感じがなく美味しい！

【「安心安全」+「おいしい」】がモットーの洋菓子店です！
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薩喜庵 真上店

宮田町と西真上にある和菓子屋です。丁寧に炊き上げた
自家製あんこと高槻産寒天を使用した高槻最中は、創業
より人気の高槻伝統の名産品です。新商品のとろとろわ
らび餅は、これまでにないなめらかさを追求し、より一
層口当たりが良く香ばしいきな粉と黒蜜がとてもよく合い
ます。ぜひ一度ご賞味下さい。

㉠高槻市西真上1-34-27　
㉥09:00-19:00（時短中の為18:00）　
㉡不定休　㉢satsukian.com　㉣P9 B-2　

072-684-3131㉤

にく家 牛地蔵

大阪　高槻のスーパーマーケット、ミートモリタ屋が展開する焼
肉店。日本建築の店舗で、和の文化を感じながら最上のお肉を
お召し上がり下さい。

㉠高槻市南平台3-27-15　
㉥昼11:00-15:00、夜17:00-20:00（時短営業中）　
㉡12月31日・1月1日　
㉢moritaya.com/ushijizo　　
㉣P9 B-1

072-697-3323㉤

おっきいパパ

地域の皆様に愛される店を目指して営業してます。たこ焼き ･
角煮 ･ ぶた〇焼きとオリジナル性に溢れた美味しさを提供してお
ります。前回のグルメピクニックでも多くのお客様に来ていただ
きました。今回も新しい発見をしてくださいませ！

㉠高槻市西真上1-32-4　
㉥11:00-19:00　㉡不定休　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27095745　
㉣P9 B-2

072-681-4977㉤

バルなる家

西真上の焼肉七輪さんから少し北に歩いたと
ころにある熱帯食堂さんの隣にあるアットホー
ムでお一人様からでも気軽にご来店できるバ
ル。本格釜焼きピザから一品料理やアルコー
ルも多種取り揃えております♫ ぜひご来店お
待ちしております♫ 

㉠高槻市西真上1-32-6　
㉥17:00-22:00　
㉡日　　
㉣P9 B-2

072-658-8169㉤
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けんくら

タカヤベーカリー（アローム清水店）

松が丘 1 丁目、九中のたもとの山手一番街内にあります。昼は
定食、夜は居酒屋として営業中です。20 年変わらない味として
唐揚げが人気です。愉快な常連客もたくさんいますが、敷居は
高くなく、一度来ていただければその日から常連客です。お気
軽にお越しください。

高槻産の米粉（清水っ粉として販売中）を使った、もちもち感と
しっとり感が病みつきになる米粉パンが人気のパン屋です。
タカヤベーカリーのパンは、素材にこだわった安心安全で美味
しいパン。お子さまからお年寄りまで、皆さまに親しんでいただ
けるお味です。

㉠高槻市松ヶ丘1-11-8　
㉥昼11:30-14:30、夜17:00-22:30　
㉡日　　
㉣P9 A-2

㉠高槻市宮之川原5-20-1　
㉥07:00-17:30（売り切れ次第閉店）　
㉡月・木　㉢komeko.co.jp　　
㉣P9 A-2

072-680-3303

072-687-1771

㉤

㉤

un+

「こどもに・家族に・大切な人に食べてもらいたいおうちごはん」
をテーマに、ギルトフリーなごはん ･ おやつを作っています。で
きるだけ農薬不使用や有機野菜を使用し、調味料もカラダに負
担のかかりにくいものを厳選。使っている野菜や米粉の一部は
高槻産です。

㉠高槻市真上町2-5-6　
㉥11:00-15:30　
㉡不定休（主に、火･水･木営業。土日祝営業もあり。 ）　
㉣P9 B-2

070-8580-1087㉤
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中華/ラーメン「はなさく」

テイクアウトのご参加も可能です。◎おまかせ中華弁当
500 円※苦手な食材を教えてください。◎からあげ弁当
500 円◎ぎょうざ弁当 500 円◎ウルトラスペシャルゴー
ジャスやりらふぃー弁当 1000 円◎おまかせ中華オードブ
ル 4200 円（ぜんぶ税込価格です。）中華の一品料理も
全部テイクアウトができます。

㉠高槻市大塚町4-1-1　
㉥昼11:00-15:00（LO14:30）、17:00-22:00（LO21:00）　
㉡月　㉣P10 D-2

080-6104-8739㉤

らぁめん甚

北海道の味噌をオリジナルブレンド！！らぁ
めん甚の味噌を是非ご賞味下さい！！人気
No.1香味油味噌らぁめん。味噌コーンバター
らぁめん。味噌野菜らぁめん。定番！本味
噌らぁめん。

㉠高槻市大塚町1-15-15　
㉥昼11:00-14:30、夜18:00-21:00　
㉡月・水・木・日の夜　
㉢r-jin.jp　
㉣P10 D-2

びすとろほり伊

当店では安全な国内産の食材を使用しています。化学調味料
や冷凍食品は使っておりません。

㉠高槻市上本町12-18 　
㉥昼11:30-14:00、夜17:30-22:00　
㉡日・月　
㉣P10 B-2

072-675-5566

072-628-2205

㉤

㉤

92



韓国風居酒屋 明海 （ミョンヘ）
韓国料理からおでんまで色んなメニューがあります。気さ
くなママがしているので気軽にお越しください！

㉠高槻市春日町9-18　
㉥17:00-11:00　
㉡日
㉣P10 C-2

肉バル＆ダイナーJajaja

日本料理 味源

しずかにたたずむ隠れ家バル Jajaja。ここは、食べることに
魅了された大人の贅沢で気軽で楽しみなバル。 五感で味わう
とっておきの至福を召し上がれ。めくるめくお肉とワインの御馳
走バル。

日本料理にかかせない技術とダシにこだわった料理ばかりをそ
ろえております。松花堂弁当や寒天弁当、鱧会席など色 ご々用
意しております。見ても楽しい、食べても美味しいの時間をお
楽しみください。

㉠高槻市上本町6-8　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-23:00　㉡水　
㉢nikubarjajaja.com　
㉣P10 B-2

㉠高槻市唐崎北3-24-4　
㉥昼11:00-15:00、夜17:00-22:00　㉡水　
㉢ajigen-group.com
㉣P10 D-1

072-609-5674

072-669-9751

㉤

㉤

餃子屋 藤
毎日でも食べられる、毎日でも食べたくなる新感覚の餃子です。
餃子の種類は、しょうが、しそ、チーズ、ニンニクの４種類です。
餃子しかありませんが安くはないですが、味には自信あります。
一度ご賞味くださいませ。冷蔵生餃子・焼餃子のお持ち帰り、
店内飲食が可能です。お持ち帰りは営業時間外も対応可。

㉠高槻市沢良木町13-4 ハイツ沢良木 1F　
㉥昼11:45-14:00（LO13:30）、夜17:00-21:00（LO20:30）　
㉡水＆不定休
㉣P10 B-2
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カントナ

季節のケーキや誕生日ケーキ、焼き菓子の詰
め合わせ、多種多様な商品を取り揃えていま
す。

㉠高槻市松原町6-5-101　
㉥10:00-20:00　
㉡不定休　　　
㉣P10 B-2　

072-662-2815㉤

ドゥーアローム

毎朝、中央市場で新鮮な食材を仕入れ、その日のメニューでお
客様をお迎えしております♡

㉠高槻市竹の内町10-11　
㉥昼11:30-14:00、夜17:00-21:30　㉡月　
㉢doux-arome.com　　　
㉣P10 D-2

072-675-8047㉤

BAKERY Brown Clover  
ブラウンクローバー
45 種類ほどのパンとクロワッサン、デニッシュ、お菓子を製造
販売しています。モットーは、「五感に触れる思い出を大切に 心
を尽くして」。皆様の素敵な思い出になり信頼される店舗を、心
を尽くして実現してまいります。ベビーカーごと店内に入れるス
ロープあり。

㉠高槻市高垣町45-3　
㉥08:00-パン無くなり次第閉店（最大19:00まで）　
㉡火＆月2回不定休　
㉣P10 A-2

焼肉一番

昭和 52 年創業の老舗焼肉店！精肉は和牛メス牛
のみ扱い創業以来タレ、キムチ、ナムルなど一品
にもこだわっています！塩タンをはじめレアステーキ
ユッケなど自慢の 45 年目を迎えるお店です！

㉠高槻市萩之庄5-35-8　
㉥17:30-23:00（LO22:30）　㉡月　
㉢s.tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27001094/
top_amp　　
㉣P10 A-3

072-669-2951㉤
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京都  錦  わらい高槻店

京都錦生まれのお好み焼き屋。地域のお客様に愛される「笑
い」の絶えない「和み」の空間、「わらい・和来」として、
世代を越えて楽しめるお店作りがモットーです。看板メニューの

『わらい焼』はふわふわ食感のオムそば風お好み焼き！何度
もリピートしたくなること間違いなし！！お一人様から三世帯ご家
族様やお好み焼きメインのお食事動機のお客様から、鉄板焼
を酒の肴とするお客様まで、ニーズに合わせてお楽しみいただ
けます。

㉠高槻市緑町18-18　
㉥月～金 昼11:30-15:00（LO14:30）、夜17:00-24:00（LO23:
15）、土・日・祝 11:30-24:00（LO23:15）　
㉡不定休　㉢nishikiwarai.com　㉣P10 B-2　

072-662-5677㉤

Liebling

ライ麦パンやハードのパンが多いのが特徴のパン屋です。
ライ麦パンはライ麦粉からおこした自家製サワー種とライ麦
全粒粉を使用し焼き上げています。11.12 月には本場仕込
みのシュトーレン、クッキーも販売しています。

㉠高槻市宮野町3-8 サニープラザ　
㉥08:00-19:00　
㉡火・水　
㉣P10 B-2　

072-674-8002㉤

コーヒーラウンジ  イシダコーヒー

36 周年を迎えた昔ながらの喫茶店。お一人様でもファ
ミリー様でもふと立ち寄れる。なにもかも昔から変えない
味や雰囲気、ミニタマゴサンドもコーヒーもアイスコーヒー
も真似できない味を。36 年間お客様に支えられながら、
まごころでご提供させていただいています。

㉠高槻市宮野町3-8 サニープラザ 1F　
㉥08:30-22:00（予約時）緊急事態などには時短しています。　
㉡年中無休（年末年始も営業）　
㉢tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27028499
㉣P10 B-2

072-676-3459㉤
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Caramelier S
日本では珍しいペースト状の『キャラメル・ムー（柔らかいキャ
ラメル）』を販売。ありそうでなかった、スイーツの枠を超え
たビターな大人味が特徴です。人気の秘密は、デザートとし
てだけでなく、お酒や様々な料理とのペアリングも楽しめるこ
と！無農薬のバラのジュレ、国産はちみつを使ったローズハ
ニーはギフトに最適。

㉠高槻市上牧北駅前町1-9 市川園芸奥　
㉥10:00-18:00（売切次第終了）　
㉡水・木＆イベントによる臨時休業あり　
㉢carameliers.com　 ㉣P9 C-2

寿司 松花堂 真・一文字

昭和 44 年創業し、地域の皆様の冠婚葬祭の折には、
いつもお世話になっております。これからも今までと変わ
らず、ひと品ひと品すべてに手をかけ気持ちを込めて、
料理を提供いたして行きます。

㉠高槻市上牧町2-2-21　
㉥11:00-　
㉡水（祝日の場合は営業）　
㉢sinitimonji.jimdofree.com　
㉣P9 C-2

072-669-6651㉤

欧風Curry Monzu

阪急上牧駅徒歩 4 分。金光大阪高校正門向かいにある欧
風黒カレー専門店です。じっくり炊き上げた黒カレーソース
は甘みの後に辛さがジワジワと癖になる味です。【テイクアウ
ト強化中】

㉠高槻市上牧町2-2-22 ステップ上牧A棟201　
㉥月・水～金 11:30-15:00、土・日 昼11:30-15:00、夜17:30-
19:30　㉡火　
㉢monzu0717.com　
㉣P9 C-2

072-648-4536㉤

botanical works
ドライフラワー専門店 botanical works に併設した cafe です。
ドライフラワーに囲まれた空間でオーナーがセレクトしたこだわり
のケーキを週替わりでお楽しみください。

㉠高槻市神内2-28-7 藤田ビル 2F　
㉥13:00-17:00　
㉡不定休　
㉢botanicalworks.jp　　　
㉣P9 C-2

富田酒店

阪急上牧駅前ロータリー内にて営業中です。クラフトビール多数、
お持ち帰り生ビール、お米マイスター在中の店頭精米玄米が常
時 30 種前後、ソフトクリーム、長野県飯山地酒「水尾」特約店等々
ちょっと変わった商品でわくわく皆様のご来店お待ちしておりま
す！

㉠高槻市神内2-1-1　
㉥09:00-19:30　㉡火　
㉢puchikan.on.omisenomikata.jp　　
㉣P9 C-2

072-685-1843㉤
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