
《エリア別に色分けをしています》
テイクアウト
できる店

買物
できる店

山　下畦　野

グリーンハイツ 平　野

多　田鼓　滝

黒毛和牛入り十八屋特性コロッケや
ミンチカツなどが大人気！

川西市緑台 2-2-119

10:00 ～ 19:00
072-793-1922

平野駅より徒歩 10 分
（休 ：火、第 3水曜日）

２１

店舗情報■ ■

名代の肉　十八屋

ドンパン畦野店
畦野駅構内の喫茶店です。

川西市大和西 1-1-2

8:00 ～ 17:00 （無休 / 年末年始を除く）
072-794-2526

畦野駅構内

２７

店舗情報■ ■

季節の和菓子を販売しています。 お土産にどうぞ。

川西市見野 2-36-8

9:00 ～ 18:00 （休：水）
072-794-0013

( 休：火） 山下駅より徒歩 15分

３０

店舗情報■ ■

いな川本舗　上政
創業３８年になりました。
カレーうどんをメインに３玉まで同じ値段のお店です。

川西市見野 2-8-14

11:00 ～ 19:00 （休：月、火）
072-794-7178

山下駅より徒歩 8分 山下駅より徒歩 1分

２９

店舗情報■ ■

松家

良質な食材を使った本格的な洋菓子をお手頃価格で !!

川西市大和西 1-11-5

10:00 ～ 20:00 （休：木）
072-794-9581

畦野駅より徒歩 5 分

２６
ハリー洋菓子倶楽部

グッドクラップ

店舗情報■ ■

川西市多田桜木 2-10-37　1 階

17:30 ～ 24:30 （不定休）
072-776-5959

多田駅より徒歩 2 分

１２
安くておいしいアットホームな居酒屋です。

居酒屋　ちょくちょく

川西市多田桜木 2-10-38

18:00 ～ 25:00 （休：月）
072-792-1417

多田駅より徒歩 2 分

１３
焼鳥メインに 100 種類以上。
炭焼きで 38 年営業しています。

炭焼鳥　ひょうたん屋

川西市向陽台 2-5-56

12:00 ～ 19:00 （休：不定休）
072-793-1017

平野駅より徒歩 20分

２３

店舗情報■ ■

日本酒とワインの専門店。

松井酒販
自家製麺の讃岐うどんはもちろん、
カレーもかつ丼も人気です。

川西市緑台 2-2-121

月～木 11:00 ～ 14:45、
072-792-8887

17:00 ～ 20:15 （休 ：火）
金土日祝 11:00 ～ 14:15、

平野駅より徒歩 10 分

２２ 手しごと讃岐うどん　讃々

店舗情報■ ■

素材を吟味し、 国産小麦 ・大山ハム等を使用した
手作りパン屋です。

川西市水明台 1-2-8

7:30 ～ 19:00 （休 ：水、第 3日）
072-793-7288

平野駅より徒歩 25分

２４

店舗情報■ ■

ブーランジェ ・ ピエール

ランチと手作りパン、 焼菓子と自家焙煎コーヒーの
お店です。

川西市見野 2-5-7-104

11:30 ～ 18:00 （休：水木日祝）
072-794-6734

山下駅より徒歩 12分

２８

店舗情報■ ■

ファンタイム　カフェ
自家製麺と自家製ギョーザが自慢の西畦野にある
ラーメン屋です。

川西市西畦野 2-25-18

11:00 ～ 15:00/17:00 ～ 21:00
072-794-3739

３１

店舗情報■ ■

中華料理　龍ちゃん

川西市向陽台 3-5-114

10:00 ～ 18:00 （休 ：月～木 ・日）
072-793-8252

平野駅より徒歩 25分

２５

店舗情報■ ■

おいしい　ひものやさん

鼓滝駅より徒歩 10秒！
色々なお酒が飲めるイタリアンバー。

川西市鼓が滝 1-28-1

19:00 ～ 24:00 （休 : 水）
072-786-9430

１

店舗情報■ ■

ラ　フェスタ

鼓滝駅より徒歩 1分

アットホームなカフェ　バー。
フードメニューもたくさん！

川西市緑台 2-1-79

ランチ /11:30 ～ 16:00 （LO.14:00）

バー　　/18:00 ～ 26:00

072-793-5255

（休 ：月 / ランチは日月休み）
平野駅より徒歩 10 分

２０ ＬＯＮＧ　ＣＨＡＭＰ（ロンシャン）

店舗情報■ ■

漁港直送の新鮮な魚を使った、 自家製の干物を
販売しています。

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

川西市平野 3-2-11　平野駅前ビル 2階

20:00 ～ AM2 ： 00 （休：火日）
080-1418-3334

平野駅より徒歩 1 分

１５

店舗情報■ ■

カラオケ ・ ダーツのできる BAR。
月 ・ 水 ・ 木　生ビール＋おつまみ　500 円。

たまり　BAR　ICHI

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

日本酒にこだわりを、 女性の美人なお客様が
多いかな （笑）

川西市鼓が滝 1-28-30

18:00 ～ 23:00 （不定休）
072-791-0021

３

店舗情報■ ■

ばぁばのキッチン　Ｓea21

鼓滝駅より徒歩 3分

川西市東多田 1-1-10

11:00 ～ 23:00 （休 ： 水木）
072-792-7238

鼓滝駅より徒歩 1分

４

店舗情報■ ■

韓国料理　金ちゃん
安くてボリュームのある
韓国料理です。

本格キムチ
500 円

うどん
ご飯もの

創業４０年。
心と味のおつきあい。 出前配達ＯＫ。 　

川西市鼓が滝 1-28-23

11:00 ～ 23:30　（休：月）
072-793-7829

鼓滝駅より徒歩 1分

２

店舗情報■ ■

割烹　幸寿司

TAKE

できます
OUT

海鮮チラシ
中にぎり
各1,100 円

他

TAKE

できます
OUT

小川珈琲　川西店

川西市多田桜木 1-8-3　1 階

10:00 ～ 19:00 （無休）
（イズミヤ店内） 072-792-0890

多田駅より徒歩 4分

８

店舗情報■ ■

美味しいコーヒーいかがですか？
旬の食材をたっぷり使った
イタリア料理のお店。

イタリア家庭料理

たかのつめ

川西市多田桜木 2-1-21　1 階

17:00 ～ 22:00
072-793-8885

（休：火） 多田駅より徒歩 1分

９

店舗情報■ ■

TAKE

できます
OUT

各種ピザ
【要】 電話予約

川西市多田桜木 2-3-28

11:00 ～ 14:00/17:00 ～ 22:00
072-792-3163

（休：火） 多田駅より徒歩 3 分

１０

店舗情報■ ■

季節料理、 鍋料理なんでもやってます。
よろしくお願いします。

桃八 焼鶏　和　KAZU

川西市多田桜木 2-3-28　

17:30 ～ 23:00 （休 : 不定休）
072-792-1730

多田駅より徒歩 1分

１１

店舗情報■ ■

焼とり以外にも今日のオススメメニューが色々あります。

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

川西市多田桜木 1-8-32　光家ビル 2階

11:30 ～ 20:00 （休：火）
072-793-0730

多田駅より徒歩 3分

７

店舗情報■ ■

隠れ庵
挽き立ての蕎麦の香りと風味、 喉ごしを
お楽しみ下さい。

2020/5/1 より、 商品構成を
変更して営業しています。

川西市東多田 2-5-19

10:00 ～ 17:00 （休：日月）
072-793-7770

鼓滝駅より徒歩 5分

６

店舗情報■ ■

ケーキ工房　菓楽

川西市東多田 1-1-10

20:00 頃～Ｌａｓｔ（不定休）
080-2414-6693

鼓滝駅より徒歩 1分

５

店舗情報■ ■

例年に続き、 “美味しいオリジナルカクテル” を
今年もご提供します。

ＢＡＲ　ＢＡＱＸＳ 焼菓子
４点セット

500円

おすすめ

店舗情報■ ■ 店舗情報■ ■

川西市平野 2-11-14

10:00 ～ 15:00 （休：日） ※売切次第終了
080-9749-6777

平野駅 ・ 多田駅より徒歩 10 分

１４

店舗情報■ ■

ベトナムサンドイッチ （バインミー） の店。
この機会にお試しください。

バインミーやん

TAKE

できます
OUT

TAKE

できます
OUT

川西市平野 3-2-11 平野駅前ビル1階

17:30 ～ 23:00 （休：木）
072-793-2236

平野駅より徒歩 1分

１６

旬の魚や焼き鳥、 沖縄料理などを
提供しています。

焼鳥丼
タコライス

650円

800 円

おすすめ居食屋

わいるどふぁ～む

TAKE

できます
OUT

店舗情報■ ■
川西市平野 3-15-4

（休：日、第１・３月）
072-793-3548　　11:30 ～ 20:00

平野駅より徒歩 4分

１９
焼き魚 ・ 煮魚 ・揚げ物 ・ ハンバーグなど
メニュー豊富です。

食彩　なごみ

店舗情報■ ■

川西市平野 3-15-5

7:00 ～ 18:00 （休：日祝）
072-793-3922

平野駅より徒歩 3 分

１８

店舗情報■ ■

はちみつ食パンが大人気のお店！
お好みの食パンを見つけてください。

Ｎico　Ｎico　Ｐann （ニコニコパン）

川西市平野 1-36-1
072-792-7892　
平日 7:00 ～ 21:00
土曜 7:00 ～ 19:00
日祝 8:00 ～ 19:00　
（無休 /年末年始を除く） 平野駅構内

１７
電車ご利用時に是非！

Ｒｉｚｕｍｉｎ（リズミン）

店舗情報■ ■

TAKE

できます
OUT


