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1 噴き出し
ガーデン

【住所】京極町字川西44
【電話】0136-42-2341
【営業】4月下旬～11月中旬
【休み】冬季(11月下旬～４月中旬)
そ ば

2 名水手打ち

一心庵
【住所】京極町字川西76-29
【電話】0136-42-2658
【営業】11：00～15：00
※麺が無くなり次第終了
【休み】木曜日、第3水曜日
焼 肉

3 あんぽ

焼き肉の家
【住所】京極町字三崎30-29
【電話】0136-42-3206
【営業】要予約
【休み】1/1～1/2
https://www.meatshop-ampo.com/
食 事

寿 司

8 紅寿司

【住所】京極町字京極787
【電話】0136-42-2783
【営業】16：00～24：30
【休み】第2・第4日曜日
焼肉・居酒屋

9 鍋処

【住所】京極町字京極789-1
【電話】0136-42-2969
【営業】17：00～24：00
【休み】火曜日、水曜日
https://www.Instagram.com/nabedokoro/

スナック

食 事

【住所】京極町字京極791 10 たこ八食堂
【電話】0136-42-2468
【営業】昼 11：00～15：00(要予約)
夜 17：00～24：00
【休み】日曜日

スナック

14 ブラックシープ

【住所】京極町字京極236
【電話】0136-42-2076
【営業】要予約
【休み】なし

お土産
食 事
【住所】京極町字川西45
道の駅名水の郷京極
【電話】0136-42-2292
15
【営業】9：00～17：00
名水プラザ
レストラン11：00～16：00
(ラストオーダー15：00)
【休み】水曜日、年末年始(12/30～1/3)
https://meisui-plaza.com

食 事
日帰り温泉
【住所】京極町字川西68
【電話】0136-42-2120
21 京極温泉
【営業】入浴 10：00～21：00
食堂 11：30～19：30
(ラストオーダー19：00)
【休み】毎月1回月曜日(不定)、元日
http://www.town-kyogoku.jp/kanko-event/onsen/kyogokuonsen/

菓子店

16 わかさや本舗

【住所】京極町字京極288
【電話】0136-42-2208
【営業】8：00～18：30
【休み】日曜日
http://www.wakasayahonpo.com/company .html

ひさし

6 門多

【住所】京極町字京極778
【電話】0136-42-3550
【営業】17：00～24：00
【休み】第2・第4火曜日
スナック

7 グリーンバード

【住所】京極町字京極776
【電話】0136-42-2851
【営業】18：30～26：00
【休み】第2・第4日曜日

宿 泊
日帰り温泉
【住所】京極町字更進
22 川上温泉
【電話】0136-42-2566
【営業】入浴 月～土13：00～20：00
日・祝11:00～20：00
宿泊 チェックイン14：00～
【休み】なし
乗馬・暮らし体験 23 HORSE BACK
【住所】京極町字大富555
COUNTRY
【電話】090-6499-9923
【営業】要予約
予約フォームURL
https://horsebackcountry.com/
【休み】なし

【住所】京極町字京極295
【電話】0136-42-2248
【営業】11：30～20：00
【休み】日曜日

居酒屋

20 かねまつ旅館

【住所】京極町字京極532
【電話】0136-42-2244
【営業】19：00～24：00
【休み】日曜日

4 お食事の店

うどん
【住所】京極町字更進466-5
5 名水うどん
【電話】0136-42-2381
【営業】昼 平 日11：00～14：00 野々傘
土日祝11：00～15：00
夜 金土日17：30～20：00
【休み】月曜日(祝祭日の場合は翌日)
http://www.kyougoku-nono3.com/

宿 泊

喫 茶

11 喫茶ポニー

【住所】京極町字京極302
【電話】0136-42-3626
【営業】14：00～23：00
【休み】不定休
居酒屋

12 えぞ

【住所】京極町字京極306
【電話】0136-42-2237
【営業】17：00～23：00
【休み】月曜日
スナック

13 スナック

【住所】京極町字京極299
【電話】0136-55-5856
【営業】19：30～24：00
【休み】12月～4月 なし
5月～11月 日曜日

みっきー

焼 肉

精肉店

喫 茶

お土産

Cafemocha
Factory

【住所】京極町字京極512 17 肉のつるおか
【電話】0136-42-2548
【営業】9：00～18：00
【休み】不定休
http://tsuruniku.xsrv.jp/home/

【住所】京極町字京極157 24
【電話】080-3023-0248
【営業】12：00～16：00
【休み】土曜日、日曜日、祝日
https://kyogoku.shop/

精肉店
18 ミートショップ
【住所】京極町字京極221
あんぽ
【電話】0136-42-2604
【営業】月～土 9：00～18：30
日・祝 10：00～17：00
【休み】1/1～2
https://www.meatshop-ampo.com/

食 事
【住所】京極町字更進470-3
【電話】0136-55-5322
25 le-mantaro
【営業】月～金 11：30～17：00
土～日 9:00～17:00
ディナーは完全予約制
【休み】なし
https://www.Instagram.com/le_mantaro

宿 泊

19 ペンション
しずくの森

【住所】京極町字三崎96-16
【電話】0136-41-2088
【営業】要予約(チェックイン15：00～)
※素泊まりのみ
【休み】不定休

焼 肉

26 炭火焼肉

オレンチ

【住所】京極町字京極462-3
【電話】0136-55-8903
【営業】17：00～22：00
【休み】水曜日
https://www.facebook.com/orench8929/

