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地元・亀岡産の食材を
たっぷり使ったお店や
ユニークなお店がいっぱい！
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⓫ かめおか eco マルシェ
　　( かめきたサンガ広場 )

⓬ アザレア

⓰ スペイン料理 サルテン

⓮ スペイン料理 Ali-Oli( アリオリ )

⓯ 和食ダイニング Akari

⓭ Hawaiian Cafe HONU

❿ フットボールダイナー
　　(飲食、スタジアム１Ｆ)

❾ スタグル ( スタジアム内飲食店 )

亀岡の飲食事業者など 27 店舗が集結し、結成され
た『かめおか ecoマルシェ』は、京都サンガ F.C. ホー
ムゲーム開催時に亀岡駅北口の「かめきたサンガ広
場」において飲食・物販を行い、亀岡市民と亀岡に
来られる皆様が喜んでいただけるよう「おもてなし
の心」で運営しています。亀岡と日本の自然を守り、
持続可能な社会を創出するため、リユース食器の利
用など、ごみ削減を推進し（プラスチックごみゼロ
など）環境に配慮した取り組みをしています。ぜひ、
亀岡のグルメをご堪能ください！

スタグル ( スタジアムグルメ ) は、サンガスタジアム by KYOCERA 内
の飲食売店で、開場から試合終了後までオープンしています。スタ
ジアムの内側と外側のコンコースにカレーや焼きそばなど定番のメ
ニューを揃えるお店はもちろんのこと、地元亀岡産の食材を使用し
たメニューを販売するお店や選手とのコラボメニューを販売するお
店などたくさんのグルメがみなさんをお待ちしています！ぜひ、お
楽しみください！

だれもが心が躍り、地域の皆さまのコミュニケーションの場になるよ
うにとの思いが込められたスタジアム 1F の「Football Diner」。美味
しいお米を使った「結や」、つるっとコシのあるうどん「つるり」、さ
らに今年 8 月には、焼き立て食パン専門店「食ぱん道」、カフェ＆ダイ
ニング「Café de MOTHERS」、牛カツ専門店「縁 -enishi-」の 3 店舗
がオープンしました。大型モニターを配したイートスペース、子どもたちが靴を脱いで楽しめ
るキッズエリア、電源コンセントを設置したカウンター席などで、お食事をお楽しみください。

試合当日のみ

試合当日のみ

なんといっても駅とスタジアムに近いアクセスのし
やすさが魅力。明るく開放的な店内は初めてでも入
りやすい雰囲気です。カウンター越しに見えるピザ
窯で焼いた自慢のピザはあつあつのうちにいただき
たい一品。ランチタイムはピザやパスタなどの一品
料理にドリンクバーがセットになっていたり、試合
当日のチケットでドリンクが無料になったり、お得
なサービスも充実しています。 肩ひじ張らない気軽
さがありながら、清潔で落ち着きのある空間はいろ
いろなシーンで利用できそうです。

アレっ ? と意外な感じで現れるカワイイお店。ハ
ワイの粉を使っているというパンケーキはもちもち
してるのに不思議と軽くてぱくぱくいけちゃいそう
です。ハワイアンな BGM にランの花が添えられた
お料理、店内めいっぱいに飾られているハワイアン
アイテムにかこまれていると、確かにココロはハワ
イに飛びます♪　ハワイのおおらかさが好きという
マスターご夫婦も、とっても穏やかでリラックスで
きる雰囲気です。スタジアムと HONU さんを結ぶ
新しい道は川沿いののびのびとした風景を堪能でき
ます。

どっしりとお店の真ん中に鎮座する骨付きの生ハ
ム。本場感あふれるのもそのはず、マスターは本場
スペインの複数のレストランやワイナリーで働きな
がらスペイン料理のエッセンスを身につけてこられ
たのだそう。中にはパエリアのスペイン国内大会の
優勝店舗もあったとか。自慢のパエリアは魚介類の
旨みがぷっくり包まれていて、納得のおいしさ。原
木からその場で削り出してくれる生ハムも深い味わ
いです。伝統的なスペイン料理にマスターの個性を
プラスしているというメニューは、どれも試してみ
たくなるわくわく感に満ちています。

亀岡駅から南郷公園や大本みろく会館の周囲をまわ
り、穏やかな雰囲気の通りを南へ。緑も多く「散歩」
が似合う道沿いに、サルテンはあります。食材には
こだわっていて、できるだけ産地が見えるルートを
選んで仕入れているとのこと。出てきたお料理とき
たら、食材のひとつひとつが歌い踊っているような
楽しい味わい！ それぞれの食材の主張が心地よい
バランスにアレンジされていて、美しい音楽を聴い
ているようです。メニューについてもていねいに説
明してくれるので、食材のストーリーも含めて楽し
ませてくれます。

おつくり用の魚は市場で新鮮なものを、米や野菜は
農家さんから直接。良い食材を仕入れて確かな技術
で調理する。あたりまえの仕事をきちんとしてくれ
る Akari さんは密かな人気店です。寡黙そうなマス
ターですが、店内喫煙 OK だけど子どもさんがい
る時は外に出てもらうとか、ちょっとだけ食べたい
んだよな、と迷っている方にメニューを調整してあ
げるとか、お客さんをとても大切にされている様子
を感じます。満足感のあるランチのセットメニュー
も、好みのお料理でお酒を楽しむ夜の時間も、落ち
着いて「和食」を満喫できます。

住所 亀岡市安町24-26
TEL 0771-58-9102
営業時間 17:00 ～ 23:00
◆水曜定休 ◆予算 5,000円
◆試合日･週末は予約が確実 [ 電話･イン
スタグラムDM]
◆パエリアに自信あり！ 本場からたく
さんもらったヒントやアイディアを取り
込んでいます。

https://www.instagram.com/alioli_kameoka/

住所 亀岡市北古世町1-12-13
TEL 0771-25-1331
営業時間 昼 12:00～14:00( 火～金 )
夜 17:30～21:00( 月～土 )
◆日曜定休 (ほか不定休あり )
予算 昼 1,200円 / 夜 4,000円
◆要予約 [電話 ]
◆リーズナブルにおいしい和食をご提供
しております

住所 亀岡市横町４１ アーバンライフ吉
祥105号 ◆ TEL 0771-55-9801
営業時間 昼 11:30 ～ 14：30( 月～金 , 不
定休あり ) 夜 18:00 ～ 22:00( 月～土 )
◆日曜定休･月曜不定休
◆予算 昼 2,000 円 / 夜 4,000 円 ◆試合
日･週末は予約が確実 [ 電話･メール･イ
ンスタグラム DM]◆食材にこだわりあ
り！ 地元野菜や京都ぽーくはもちろん、
魚は漁港から直接など、京都府下で仕入
れています。https://sarten.jimdosite.com/

https://sunfeste.co.jp/azalea/index.html

https://sangastadium-by-kyocera.jp/ancillary-facilities/food-court

試合当日チケットのご提示でソフトドリンク
1 杯を無料サービス！ ぜひご利用ください。

スタジアムでは敵同士でもお店では
サッカーファン仲間。応援前のひとと
きをゆったり過ごしてください。

試合観戦の締めくくりにパエリアを囲んで
スペイン空間を楽しんでください！

亀岡で「和食」なら Akari へどうぞ！
試合のついでに、ちょっと足を延ばして
お立ち寄りください！

住所 亀岡市追分町八ノ坪 26-14
TEL 090-1581-5394
営業時間 11:00 ～ 17:00(L.O.16:00)
◆月･火曜定休 10/29( 土 ) 臨時休業
10/30( 日 ) は通常営業
予算 昼 1,000円
◆予約優先 [電話 ]
◆亀岡でハワイを感じられる店をめざし
ています。

http://www.hawaiiancafe-honu.com/
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住所 亀岡市追分町 サンロイヤルホテル
亀岡駅前1階 TEL 0771-23-1100
営業時間 ﾗﾝﾁ11:00 ～ 14:00
ｶﾌｪ14:00 ～ 17:00
ﾃﾞｨﾅｰ17:00 ～ 21:00(L.O. 20:30)◆月
曜定休 ◆予算 昼 1,200 円 / 夜 2,000 円 
◆試合日、週末は予約が確実 [電話 ]
◆ピザが一番のおすすめです。生地をそ
の場で伸ばして店内にあるイタリアのピ
ザ窯で焼き上げます。
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❹ 韓国バル HOT CHILL

❼ 87 食堂❶ アムール

❻ 令和食堂 正福

❸ TRYST

❺ りょうり洒落

❽ お好み焼･鉄板焼 ふぅふぅ❷ KAMEOKA FOOD Kitchen
野菜を育てるところから料理がはじまっている「農家直
営の野菜バル」。メニューに使う野菜は亀岡市内、保津
町の自家農園の野菜を中心にまかなっています。一皿の
料理が土を耕すところから、と思うと実に気の長い大変
な取組みですが「亀岡で育てた野菜って、なんでか、不
思議とおいしいんですよね」。カットしたりゆでたりし
ただけの新鮮な野菜に自家製味噌をひそませたバーニャ
カウダーのソースを添えて。元気な野菜たちの持ち味と
ひとつひとつ対話するようなお料理にパワフルなエネル
ギーをもらえそうです。

隠れ家的な小さな階段にちょっとドキドキしながら店に
入ると、一面の窓に「亀岡駅」！ 二階の高さから駅を
見る、という視点が新鮮で、不思議な異空間に迷い込ん
だような気分になります。背の高いカウンター席と、テー
ブル席の寝てしまえそうな (！ ) 大きなソファが対照的
です。お客さんには、一人お酒を楽しむでも、仲間と盛
り上がるでも「好きにしていて欲しいんです」と店主の
服部さん。そんな自由さのせいか、見知らぬお客さん同
士が意気投合していくことも多いのだとか。飾らない「い
つも通り」で待っていてくれそうなお店です。

できるだけ「手づくり」にしてるんです、という洒落
( しゃらく ) さんの大人気メニューはまさに手づくりの
「ハンバーグランチ」と「だしまき」。「ハンバーグランチ」
は、ふっくらジューシーなハンバーグに、ごはん、みそ汁、
サラダがバランスよくついた定食です。野菜は亀岡産の
新鮮なものを使っているとのことで、どおりでサラダが
おいしい！ ハンバーグに負けない元気があります。つ
やつやとした黄色が美しい「だしまき」はなんともやさ
しい味。お料理のどれもが素直な食べ疲れないおいしさ
で、おなかがほっとしそうです。

元気が出るお店です！ 店長が軽々と中華鍋を振り、1
品 1 品ボリュームあるメニューを次々繰り出していく
様子は見とれてしまうほどリズミカルでスムーズ。お客
さんとのやり取りも気さくで親しみやすく、活気あふれ
るムードにこちらまでテンション上がってきます。店主
イチオシメニューは「熱々チゲラーメン」「餃子」「麻婆
豆腐」「まさふく丼」。ジャジャッと勢い良く仕上げられ
た中華料理をモリモリ食べたら、確かにサポーターも力
が湧きそう！ パワフルな元気チャージスポットです。

期待を裏切らない「関西のお好み焼き屋さん」です。(関
西なのでもんじゃ焼きはありません )「ふぅふぅ」とい
うお店の名前もカワイイ。テーブル席にはお好み焼き・
鉄板焼きの醍醐味である広い鉄板！ 目の前でじゅう
じゅうと焼けていくのは目にも鼻にも食欲をそそりま
す。テーブルはすべて掘りごたつ型で、隣のテーブルと
はしっかりしたつい立てで仕切られているので個室感が
あります。仲間との親しい時間を過ごしながらも、ほど
良い距離感で見守ってもらえているような、あたたかい
居心地の良さが魅力です。

日暮れとともにほわっと明かりが灯り、大きなまんまる
の提灯に「87食堂」の文字。カウンター席がメインの
店内は開放的でクールな雰囲気ながら、まぁるい電球や
筆文字メニューなど、どこか愛嬌も感じられる気持ちの
良い空間です。料理がおいしいのは当たり前、ここでの
会話や出会いを楽しんでほしいんです、と語るマスター。
最後まで食材をあぶりながら食べたりできるように、突
き出しに七輪を出すのもここでの時間を楽しんでほしい
との思いから。料理は脇役で、とおっしゃいますが、な
かなかインパクトある実力派の名脇役ですよ？

ワルそうな（？）唐辛子が迎えるお店に足を踏み入れる
と、ネオンがきらめき韓国の食材やお酒の瓶がずらりと
並ぶポップな店内。若い方から年配の方まで、韓国料理
を求めて来てくださるお客様がいらっしゃることを喜び
つつも、なじみのない方にも楽しんでほしいと日々工夫
されているマスター。サクサクの唐揚げをとろとろに溶
かしたチーズにつけて食べる「UFO チキン」や、かわ
いい見た目でド迫力の「丸ごとトマトキムチ」など、遊
び心を持ってメニューを創作されているのが楽しい！ 
店内は看板に似合わず意外とアットホームです。

亀岡亀岡
スタジアムから歩いて行ける

住所 亀岡市追分町大堀14-7
TEL 0771-56-8782
営業時間 17:00 ～ 24:00(L.O. 23:30)
※試合に合わせて昼営業あり (Instagramｽﾄｰ
ﾘｰｽﾞで告知 )◆木曜定休◆予算昼 1,000円 
夜 3,000 円 ◆試合日･週末は予約が確
実 [電話･インスタグラムDM]
◆韓国料理をベースにおさえつつ、なじ
みのないお客様にもわかりやすい居酒屋
風のアレンジを楽しんでいます。https://www.instagram.com/koreanbar_hotchill/

https://www.hotpepper.jp/strJ000441658/

住所 亀岡市追分町大堀17の 1
TEL 0771-25-8441
営業時間 昼 11:30 ～ 14:00( 月～土 )
夜 17:30 ～22:00 （L.O. 21:30）木･金･
土･祝日◆日曜定休 (ほか不定休あり )
予算 昼 1,000円 / 夜 3,500円
◆予約歓迎 [ 電話 ] ◆自分でだしを取る
ところからつくる「だしまき」や「ハン
バーグランチ」が人気です。

住所 亀岡市追分町谷筋25-33 2F
TEL 0771-58-9138
営業時間 18:00 ～ 24:00(L.O.23:30)
※畑の都合で変動あり ◆水曜定休
予算 夜 3,000 円 ◆予約が確実 [ 電話 ]。
試合日の予約はお早めに。
◆なんといっても保津町の自家農園でと
れた新鮮な野菜を使ったメニューです！

https://marujuji.work/kyoto-enjoyfarm/store/

住所 亀岡市追分町谷筋25-35 2F
TEL 0771-29-3969
営業時間 18:00～02:00 ◆火曜定休
予算 夜 3,000円
◆試合日は要予約 [電話 ]
◆駅から近いです！

https://retty.me/area/PRE26/ARE118/SUB11801/100001482279/ 

メニューの多さが自慢です、というアムールさん。お料
理とドリンクそれぞれにカタログみたいな厚さのメ
ニューブックが、どん、と出てくる納得の品ぞろえ。お
酒の豊富さはもちろん、ノンアルコールカクテルも充実
していて下戸やドライバーの方でもお酒の席の華やかさ
が楽しめます。食材は特殊なものでなければほぼ亀岡産
とのこと。地元の豊かで新鮮な食材を調達できるからこ
その充実メニューなんですね。試合のある日のランチは
「かめおか eco マルシェ」に出店しているので、ぜひそ
ちらものぞいてみて。

試合の余韻にひたりに来てください。試合の
内容について語り合われているお客さんも多
いですよ。

試合の勝利の乾杯も、負けた時の残念話も
大歓迎！ 試合の後に寄ってください。

駅からすぐなので、ぜひ立ち寄ってください。
うっかり酔っぱらってしまってもすぐに帰れ
ます ( 笑 )。

アウェイの方もホームの方も、しっかり
食べて応援に行ってください！

試合でこの街に来られたことをきっかけに、
87食堂での時間や出会いがもうひとつの楽
しみになってくれたらうれしいです。

ホームの方もアウェイの方もそれぞれの
ペースでくつろいでおられますよ。

ホーム、アウェイともにお互いの良いプレイを
ほめ合って盛り上がれるような雰囲気のお店に
したいです！

住所 亀岡市古世町西内坪101
TEL 0771-25-0329
営業時間 昼 11:00 ～ 14:00(L.O.13:45)
夜 17:00 ～ 21:00(L.O.20:45)
◆月曜定休
予算 昼 1,000円 / 夜 1,500円
◆予約歓迎 [電話 ]
◆試合のある日は全時間帯、生ビール
300円、ハイボール300円です！

住所 亀岡市追分町馬場通21-4
TEL 0771-25-3185
営業時間 17:30～24:00
◆日曜定休 ( 月曜日が祝日の場合は月曜日
定休 )
予算 夜 3,500～ 4,000円
◆試合日は予約が確実 [電話 ]
◆オープンキッチンのカウンター席がメ
インで、会話が弾む空間です。

住所 亀岡市追分町谷筋37-8
TEL 0771-24-5821
営業時間 ﾗﾝﾁ11:30 ～ 14:00
ﾃﾞｨﾅｰ18:00 ～ 24:00(L.O. 23:00）
※日曜日は17:00 ～ 22:00 ◆定休日なし
予算 昼 1,500円 / 夜 3,500 円
◆予約可◆ドリンクメニューの豊富さに
は自信があります。料理は “地産地消”。
牛・豚・鶏・野菜など基本的な食材は地
元産です。http://www.amour-kyoto.com/

住所 亀岡市追分町馬場通21-13
第 2亀不ビル1階
TEL 0771-23-1536
営業時間 17:00 ～ 23:00(L.O. 22:30)
◆月曜定休
予算 夜 2,000 ～ 2,500円
◆試合日は予約が確実 [ 電話･ネット予
約 ] ◆掘りごたつ型テーブル席 + テー
ブルごとに仕切りがあり、グループで
ゆったりできる雰囲気です。

子どもの頃からサッカー好きなので、
サッカーの話題は盛り上がれると思います。

ランチタイム
は現金のみ
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現金以外に可能な支払方法
: QR コード決済 (PayPay など ) : 禁煙席あり

: フリー Wi-Fi あり: 喫煙席または喫煙所あり: 電子マネー決済 ( 楽天 Edy,nanaco など )
: クレジットカード QRｸﾚｶ

QR QR

QRｸﾚｶ

https://www.instagram.com/87syokudou/
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https://fufu-kameoka.owst.jp/
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街ごはんマップ街ごはんマップ街ごはんマップ街ごはんマップ

生ハム原木が
お出迎え！

スタジアム→HONU さん
トンネル出てすぐに右に。
線路に向かって道なりに
進むと見えてきます！

スペイン料理
Ali-Oli

和風ダイニング
Akari

スペイン料理
サルテン

Hawaiian Cafe
HONU

繊細でクリエイティブな
スペイン料理！

和食を満喫。
予約してくださいね！

亀岡駅 南口から
徒歩 10 分

亀岡駅 南口から
徒歩 13 分
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