
「新しい外食スタイル」で頑張る店舗一覧

安心してお店をご利用いただくために、下記5点の感染症対策をお願いしております。

　①密にならないための客席の工夫（配席の間隔を空ける等）

　➁飛沫感染防止のための間仕切り（ビニールカーテン、アクリル板等）の設置

　③来客者や従業員のための消毒液、除菌剤、ペーパータオル等の設置

　④店内の換気の徹底

　⑤店内の消毒の徹底

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※店舗情報等は令和３年４月時点のものです。

　　　　　　　店舗は五十音順

店舗名 所在地 ①～⑤以外の対策の実施

秋田屋 天理市川原城町287 〇

あきひろ亭 天理市前栽町47-1 〇

旭寿司 天理市川原城町72

味どおらく 天理市三島町586

味処 来春 天理市成願寺町348 〇

味処　京よし 天理市庵治町26-5

味処　芹 天理市福住町9346-1

ashuk　chi-neru 天理市川原城町113 〇

あじ匠 空峰 天理市川原城町707-3 〇

あじ豚 りきいち 天理市川原城町817 〇

あすなろ 天理市川原城町110-3  岡田ビル1F

穴ぐら 天理市川原城町817 〇

アン・カフェ・ナチューる 天理市勾田町58

居酒屋　あんじゅ 天理市川原城町905 〇

居酒屋　うえだ 天理市杉本町412-8 〇

居酒屋　金星 天理市指柳町430-2

居酒屋　小梅 天理市川原城町898 〇

居酒屋なか津 天理市富堂町212-6 〇

居酒屋　呑太呂 天理市川原城町842

居酒屋　夢路 天理市田井庄町529

居酒屋　遊 天理市川原城町341-1

石臼挽蕎麦　かおく 天理市柳本町2918

うなぎの淡水 天理市守目堂町107-2 〇

笑楽生 天理市田部町528-2 〇

越前すし 天理市川原城町790

縁 天理市川原城町723



欧風バルブロスーゴ 天理市川原城町276-2 〇

大阪王将 天理店 天理市川原城町314

お好み焼き 智 天理市川原城町723

お好み焼き ひろっちゃん 天理市田井庄町713 〇

おこのみ焼　有 天理市勾田町345-33

おしどり。天理インター店 天理市櫟本町2261-1-2

お食事処 味庵 天理市西長柄町425-101

お食事処　新田 天理市川原城町328

オステリア マンジャベーネ 天理市川原城町730  グレイスピア中西201 〇

おつまみBar　mifa 天理市杉本町412-8 〇

おはつ 天理市川原城町287 〇

おふくろの味　たつみ 天理市川原城町727  フジヨシビル 〇

オリーブ 天理市川原城町723

角ハイボール麺酒場　天 天理市嘉幡町600-1 〇

隠れ酒場 天理市川原城町703  ふじやビル 〇

Casual dining  INDIGO 天理市川原城町52-1  中大路ビル102号 〇

かつ工房　さかもと 天理市田井庄町696 〇

割烹　ほりかわ 天理市西井戸堂町267-6

café Samanala Garden 天理市乙木町651 〇

café　tanta 天理市平等坊町223-21

カフェ　ナインストリーズ 天理市田部町151-1 〇

カフェ ブリックス 天理市別所町319-4

カフェテラス　オヅ 天理市川原城町693 〇

かも鍋 福住 天理市福住町5645-1

カラオケ喫茶　歌恋 天理市丹波市町50-2 〇

カラオケ喫茶 ぽこぁぽこ 天理市西長柄町78-2 〇

カラオケ喫茶 牧 天理市西長柄町78-2

カラオケキューブそらちゃん 天理市川原城町230 〇

カラオケ倶楽部　ゆう 天理市川原城町341 〇

カラオケ 同級生 天理市西長柄町415

カラオケはるちゃん 天理市庵治町26-5 〇

カラオケラウンジ　小雪 天理市西長柄町423 〇

カレーハウスココ壱番屋　天理嘉幡店 天理市嘉幡町408-3

KANTIN優 天理市川原城町702  ふじやビル2階 〇

北之家 天理市田井庄町529-5



喫茶 チムニー 天理市田町423-8

気まぐれ家 天理市田井庄町713

Caramel Market 天理市三島町388-3 〇

餃子たかすみ天理店 天理市川原城町724 〇

饗の焼肉　うしん 天理市指柳町346-4 〇

串ん坊 天理市川原城町339 〇

クッキングボーイ 天理市川原城町817 〇

グッドラック 天理市指柳町361-5

海月 天理市川原城町886  古川ビル1階

佳たろう 天理市勾田町31-12

げっか酒場 天理市川原城町692

晃山 天理市西井戸堂町473-1

古都 天理市川原城町133-1

御紋焼本舗 天理市川原城町680

小料理みつば 天理市田井庄町546

さかい珈琲 天理店 天理市守目堂町106-2 〇

さかえ食堂 天理市田井庄町582

SUP 天理市三島町428 〇

さっぺん 天理市川原城町345 〇

さと 天理店 天理市三昧田町17-1 〇

SUNNY  SIDE Back Alley 天理市川原城町67 〇

更科 天理市川原城町306

サロン喫茶＆日本酒の店　つぼ 天理市川原城町719 〇

塩たいおう 天理市川原城町886  古川ビル1階

自家焙煎珈琲店 フルサト 天理市川原城町697 〇

ジグザグ 天理市西長柄町442 〇

自然派かふぇ・シンフォニア 天理市川原城町637 〇

自然派café　シンフォニア２　おひさま 天理市三島町425 〇

食処山ぐち 天理市川原城町72

食の発信地  東大門 天理市川原城町698  天理駅前ビル2階

白川 天理市楢町476-4

白川食堂 天理市楢町476-4

信華楼 天理市川原城町816  天理ステーションストア 〇

新立亭 天理市川原城町326

鮨　てん寿 天理市川原城町117 〇



ステーキの店 あげいん 天理市田部町151 〇

スナック青鬚 天理市西長柄町78-2  ジョイフル6

スナック凛 天理市守目堂町55-6

千成 天理市川原城町385-3

創作和食 すず美 天理市川原城町260 〇

創作和食　和楽 天理市川原城町301-6 〇

ソムリエカフェ「leaf」 天理市田部町530

大地のぶた天理店 天理市嘉幡町671

ダイニングキッチン和心 天理市田部町528-2

たこ焼き　池田屋 天理市三島町  本部前

辰馬食堂 天理市川原城町325 〇

立呑処　にわとり 天理市川原城町302

田楽 天理店 天理市三昧田135-1 〇

ちゃんこ飛鳥山 天理市川原城町273-5

中華食堂チャオチャオ 天理市三昧田町128-1 〇

ちょい呑み うさちゃん 天理市御経野町34-4

鶴寿司 天理市富堂町305-7

つるや 天理市川原城町893

Tea House Kurinoki 天理市柳本町590 〇

てっぱんやきもん　暦 天理市川原城町846  福住開発ビル1F 〇

徹朋 天理市岸田町582

てら屋 天理市東井戸堂町176 〇

天雅 天理市川原城町816  天理ステーションストア内 〇

てんてんてまり 天理市櫟本町3210-4 〇

天ぷらと旬鮮魚 のだま 天理市富堂町297-8 〇

天理観光農園 天理市園原町183 〇

天理ゴルフ倶楽部　レストラン 天理市苣原町福ヶ谷793 〇

天理すぎ乃 天理市川原城町229 〇

天理スタミナラーメン本店 天理市櫟本町3120-1 〇

天理スタミナラーメン本通店 天理市三島町581-3 〇

天理スタミナラーメン屋台 天理市川原城町291  天理郵便局前 〇

てんりん 天理市前栽町45-4 〇

東来軒 天理市川原城町189-6

得得うどん 天理別所店 天理市別所町12-2 〇

ドッグカフェ　ラブリーノン 天理市川原城町896



とんこつ愛があふれてる　ラーメンとりこ 天理市石上町505-1 〇

とんよし 天理市田井庄町714-2

なか井 天理市蔵之庄町454-1

仲よし 天理市川原城町357-2

ナパラゴルフクラブレストラン 天理市山田町888 〇

奈良健康ランド 天理市嘉幡町600-1 〇

奈良プラザホテル 天理市嘉幡町600-1 〇

肉と肉 天理市川原城町725  岡田ビル2F 〇

肉BAL plot 天理市川原城町267-1

二代目　山嵐 天理市川原城町52-1  中大路ビル101

nitoto 天理市西長柄町87

Noosa resort dinng 天理市川原城町680 〇

呑み処笑喜 天理市守目堂町80-5

Bar　H₂ 天理市川原城町725  岡田ビル1F

Park　Side　Kitchen 天理市川原城町803  天理駅前広場 〇

はしゃきっズFOOD　CORNER 天理市嘉幡町600-1 〇

パティオ 天理市嘉幡町600-1

Bar TEMOTO 天理市川原城町632

Bar 98 west 天理市川原城町886  古川ビル203 〇

花惣  天理店 天理市岩室町88-1 〇

はなみち　天理店 天理市嘉幡町592-1 〇

Bar 風音～fune～ 天理市川原城町133 〇

Peek a boo 天理市田部町525 〇

ピクトン 天理市柳本町1306-1 〇

陽ざし 天理市川原城町834 〇

HⅰSａＳｏ　ヒサソ 天理市川原城町655 〇

B-315　BASE 天理市小田中町115-1 〇

日之出食堂 天理市三島町401 〇

Farmer’ｓShop＆Caféけやき 天理市杣之内町123-1

Fuwarin 天理市福知堂町149-1 〇

ぺぱあみんつ 天理市西長柄町529 〇

マクドナルド１６９天理店 天理市別所町131-1 〇

マクドナルド天理ダイキ店 天理市三昧田町17-1 〇

麺場 力皇 天理市別所町81-8  通眞ヨシエビル1F

麵屋 一徳 天理市川原城町372-2



麺屋しりとり 天理市守目堂町105-1 〇

麺屋　PAITON 天理市川原城町113-1

麺～leads～なかの　天理店 天理市庵治町209-8

森のゲストハウス 天理市川原城町73-6 〇

焼き鳥　濔風 天理市川原城町52-1 〇

やき鳥 ふる里 天理市川原城町314

焼肉一番 天理市川原城町836 〇

焼肉　牛松 天理市荒蒔町357-2  NEW245  1番館

安兵衛 天理市丹波市町471

や台ずし天理駅前町 天理市川原城町801

yanagimoto STAND 天理市柳本町1538-1

ヤマトカントリークラブ レストラン 天理市福住町1123 〇

大和郷　旬菜　千秋 天理市三昧田町345-3 〇

大和軒 天理市川原城町287

大和の海　海老蔵 天理市川原城町732

大和 まほろば 天理市渋谷町399-1

洋食　勝井 天理市柳本町577-1

来来亭　天理アロー店 天理市嘉幡町593-1

Lounge With遊 天理市川原城町725  岡田ビル2F

ラウンジ　沙蘭 天理市岩室町46-4　リバーサイド100-203 〇

ラウンジ山陰 天理市川原城町702  ふじやビル2F

LaCielo 天理市川原城町886  古川ビル201 〇

ラーメン軍団　歴史を刻め　天理街道 天理市三昧田町136-3

RUMAH　DURIAN 天理市川原城町328

Le Reve 天理市杣之内町123 〇

れじぇんど 天理市川原城町680  天理ビルB1

Rest＆KARAOKE 銀杏 天理市柳本町702-2

RESTRANT＆CAFÉオリエント 天理市三島町369 〇

和光飯店 天理市岩室町46-4  リバーサイド100 〇

和 dining 暖 天理市嘉幡町227-1


