
ラーメン女子
イマドキの女子大生はカフェも好きだけど、ラーメンも大好き！！
おひとりさまでも入りやすい、お洒落なお店を取材しました。

広告

平安女学院大学×京都市交通局Presents

京町家の横壁、切り通し沿いにある隠れ家のような入り口で、店内は伝統工芸のあ
る落ち着いた空間。女性客が半数を占めていて、店員さんもほとんど女性なので、
女性が一人でも入りやすいお店です。
ラーメンの濃厚鶏白湯スープは、厳選素
材をじっくりと炊き込んで作られてお
り、上品な鶏の旨みを味わえます。京都
の地酒や自家製抹茶アイスも一緒に楽し
めます。お店の一番人気「檸檬(れもん)
ラーメン」(880円)は、見た目も華やかで
SNSで話題沸騰中！

医食同源という言葉を大切にしており、化学調味
料不使用で体に優しいラーメンです。具の炙りホ
ソの旨みを生かすために開発されたラーメンの
スープは宮崎の鶏がら、国産魚を使用しており、
体に優しい素材にこだわっています。お店は築約

100年の町家を
改装したもので、
落ち着いた雰囲
気です。

祇園麺処 むらじ
京都市東山区清本町373-3

075-744-1144
【月～金】 11：30～ 15：00
　　　　 17：00～ 22：00
【土】　　 11：30～ 22：00　
【日祝】　 11：30～ 20：00

不定休

電話番号 非公開電話番号

営業時間

定休日
カウンター席6席　
テーブル16席

席数

三条京阪駅最寄り 四条駅最寄り
カウンター席10席席数

和醸良麺すがり
京都市中京区観音堂町471-1

【月～金】    11:15～ 15:00
　　　　    18:00～ 22:00
【土･日･祝】 11:15～ 15:00　
                  17:30～ 22:00

年末年始

営業時間

定休日

祇園麺処 むらじ
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体に
優しいラーメンです！

おすすめポイントおすすめポイント

一頭から4kgしか取れな

い国産牛のホソを使用し

た、 もつそばが絶品。

ぜひお試しください。

特集

私達が制作しました
より多くの方に地下鉄を使って、駅近く
のおすすめスポットを訪れてもらえるよう
に、平安女学院大学国際観光学部の
みんなで自ら取材して紹介しています。
どのスポットもおすすめです。 ぜひ皆さ
んも地下鉄で行ってみてくださいね。

和醸良麺すがり

京町家の横壁、切り通し沿いにある隠れ家のような入り口で、店内は伝統工芸のあ

カフェのように雰囲気
が良

い素敵なラーメン屋さんな

ので、お友達といっし
ょに、

また一人でも気軽に食
べに

行ってみてください。

おすすめポイントおすすめポイント
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バックナンバーはこちらから　
京都市交通局ホームページに
バナーをつけています。

オシャレで落ち着いた雰囲気のお店。会社員やカップルなどお客様
の層は幅広く、若い女性にも人気で、一人で来られる方も少なくあり
ません。店主おすすめのメニューは、「味玉ラーメン」で、他では使わ
ないような淡麗な風味の鶏がらを使用するという、この店オリジナル
のラーメンになっています。店に名
前を付けなかった理由は、絶対にま
ねできない、オンリーワンの店を目
指しているからというこだわりだ
そうです。

一見、ラーメン屋さんとは思えないお店の外観は、上品な佇まいで住
宅街に溶け込んでいて、店内も落ち着いた雰囲気。スープは豚骨と魚
介がベースで、鹿児島県産の黒豚を使用。毎日の仕込みで味付けに変
化をつけており、それが長年通うお客様から愛され続けられている秘
訣とのことです。麺の種類は自家製の全粒粉麺と柚子ペーストを練

りこんだ柚子麺の二種類か
ら選ぶことができ、麺の量
を自由に選べるため、女性
におすすめ。今回注文した
ラーメンは『味玉らーめん』。
注文が入ってから、目の前
で炭火で焼くネギとチャー
シューは絶品です。

名前のないラーメン屋
京都市中京区恵美須町534－31
ＣＥＯ木屋町ビルＢ１Ｆ

【月～金】    11:30～ 15:00
　　　　    18:00～ 22:00
【土･日･祝】 11:30～ 15:00 (L.O.14:50)　
                  17:30～ 21:00 (L.O.20:50)

営業時間

不定休定休日

カウンター 12席席数
京都市役所前駅最寄り

非公開電話番号

麺屋　高倉二条
〒604-0821
京都市中京区観音町64－1

【月～金】    11:00～ 15:00
　　　　    18:00～ 22:00
【土･日･祝】 11:00～ 15:00 (L.O.14:50)　
                  18:00～ 21:00 (L.O.20:50)

営業時間
電話番号

年末年始のみ

075-255-9575

最寄り 烏丸御池駅

定休日
カウンター 8席　　席数

名前のないラーメン屋

麺屋 高倉二条

ラーメン女子 六地蔵・石田駅あたりのご紹介特集
おすすめポイントおすすめポイント

他では味わえない店主

こだわりのオンリーワ
ンの

ラーメンが食べれます
。

お店のモットー
は 「医食

同源」 であり、 食材に

もこだわってい
るので自然

の旨味をご堪
能ください。

おすすめポ
イント

おすすめポ
イント

目の前で炭火焼きした

チャーシューの

おいしさに大満足！

食べる

見る

買う買う

買う

パティスリーリブレジュア　
（Patisserie Livrer Joie） プルミエ（PREMIER)

ペリオラ（Periolat）

山科川沿いの散歩道
六地蔵・石田駅　Location Map

ピッツェリア ダ エンドー 
（Pizzeria da ENDO）

営業時間

定休日

電話番号

宇治市六地蔵
奈良町35北村ビル1F
0774-33-4643

10：00～20：30
水曜日・隔週木曜日

営業時間

定休日

電話番号 0774-33-2166

11:00～19:30
不定休

営業時間

定休日

電話番号 0774-33-6829

7:00～19:00
月曜日

住所

住所

住所 住所

住所

営業時間

定休日

電話番号 0774-32-7177

11:30～14:30（L.O 14:00）　
18:00～21:00（L.O 20:30 ）

月曜日
（祝日の場合は営業、翌火曜休）

宇治市六地蔵
奈良町61-10

宇治市木幡御園5-13

京都市伏見区小栗栖南後藤町
から石田大受町あたり

宇治市木幡御園52-19

シンプルだけど目を引くデザイ
ンのケーキがずらり。 味は素
材そのものを生かしていて、お
酒をあまり使用していないの
で、子どもでも安心して食べら
れるケーキです。 人気のケー
キはやっぱりショートケーキ！

1985年からずっと地元で愛される
ケーキ屋さんです。 ケーキはどれ
もご主人の手作り。 バースデーケ
ーキは自慢の一品です。 チーズケ
ーキの表面にココアパウダーをかけ
るのがご主人のこだわり。 味がと
ても濃厚で、どこか懐かしい味が
するケーキです。
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駅近で私たちおススメのお店です！
学校帰りや授業の合間にいかが！？

私たちが実際にお店を取材しています！私たちが実際にお店を取材しています！

べる
ピッツェリア ダ エンドー 
（Pizzeria da ENDO）

住所

営業時間
電話番号 0774-32-7177

宇治市木幡御園52-19

ペリオラ（Periolat）

0774-33-6829

営業時間
11:30～14:30（L.O 14:00）　
18:00～21:00（L.O 20:30 ）

宇治市木幡御園5-13

33 食べる

住所

営業時間
電話番号

見る 山科川沿いの散歩道

落ち着いた雰囲気のオシャレなお店で
す。 注文を受けてから焼き上げる手
作りピザは、生地がモチモチで絶品
です。 ゆったりとしたくつろぎ空間の中
いただく出来立てのピザは最高です。

今年で16年目のパン屋さんです。 パ
ンは全て生地から手作り。 キャラクター
のパンや動物のパンなど子どもが喜
ぶ可愛いパンも並んでいます。 その他
にもお惣菜パンや食パン、菓子パン
があり、どれもおすすめです。 大人か
ら子どもまでどの世代にも愛され続け
ています。

山科盆地をゆったり流れる山科川に沿って
遊歩道が整備されています。 石田駅２番
出口から西へ３分ほど行って橋を過ぎ、川沿
いの道を少し北に行くと、団地に囲まれた柳
戸川との合流点があって、飛び石をわたること
ができます。 合流点付近にひろがる緑の中
を流れる川には、たくさんの魚が泳いでいる
のを間近に見ることができます。 サギやカモ
などの鳥も見られます。

調味料も銀色のおしゃれ容器に▶

飛び石がある場所


