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平安女学院大学×京都市交通局Presents

お腹が空いたときにちょっと一息！お気軽に食べられる京都の
「むしやしない」を私たち女子大生がご紹介します。

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。

私達が制作しました
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期間限定の新作の抹茶スフレパンケーキは、バニ
ラアイス、小豆、白玉、黒蜜、濃厚な抹茶ソース
がトッピングされていて、甘い味と濃い味が混
ざって贅沢なおいしさです。ランチは旬の野菜な
どを使ったサラダバー付きで、美と健康を意識し
ています。おすすめは生ハムとポルチーニのパス
タ。店内ではアニメやディズニー、サーフィンの
映像などが上映されていて楽しい時間が過ごせま
す。今後新たなサービスとしてテーブルアートを
実施する予定です。パンケーキは 14:00 からの
提供になります。

来年で創業 10 周年を迎えるバウム
クーヘンのお店です。もともとはカ
ステラ販売のお店で、店内にはバ
ウムクーヘンやカステラ、ワッフ
ルケーキなどがずらりと並んでいま
す。デコバウムは程よい甘さのふわ
ふわ食感で、食べるのがもったいな
いぐらいかわいい見た目です。全国
発送も行っており、プレゼントにもぴったりですよ。

Lion CAFE NIJU-MARU
KYOTO京都市山科区竹鼻竹ノ街道町

74 アースビル 3F 京都市山科区大宅神納町 150
電話番号 075-606-1710

電話番号 075-572-4666営業時間 ランチ 11:00 〜 15:00
（L.O.14:30）
カフェ 14:00 〜 22:00

（L.O.21:45）
営業時間 10:00 〜 19:00

（日・祝：18:00 まで）
定休日 不定休 定休日 月曜日
最寄り 山科駅徒歩すぐ 最寄り 小野駅徒歩約 13 分

食べる Lion CAFE

小腹が空いたら

パティシエが
こだわって作った

カフェ
メニュー！！

食べる NIJU-MARU KYOTO

まぁるい
バウムクーヘンで

ほっと一息！
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&PAPERS
京都市下京区五条通高倉角堺町 21　
jimukinoueda bldg.1F
電話番号 075-354-0351
営業時間 10:00 〜 18:00
定休日 水曜日
最寄り 五条駅徒歩約３分

「むしやしない（虫養い）」とは、「腹中の虫に食物を与える」
という意味です。お仕事帰りや学校帰りに、小腹を満たして
くれるオススメの京都のお店を紹介します。

四条あたりのご紹介
私たちが実際に
お店を取材しています！
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Wonder Sweets KIYONAGA

京菜味のむら

京都芸術センター

プルミエ・エタージュ（1er ETAGE） 

蒟蒻しゃぼん
京都　錦店

入口からメルヘンでラブリーな
雰囲気ですが、実は創業 400
年の老舗、亀屋清永が手がけ
たお店なんです。ショコラ羊羹
や白餡にフランボワーズを練り
こんだ最中、餡を挟んだマカロ
ンなどメニューも新感覚で魅力
的。また、紳士な店員さんが王
子様みたいでプリンセス気分を
味わえちゃいます。

多くのメニューのおばんざいを
ちょっとずつ楽しめます。低カロ
リーで、しかも化学調味料を使わ
ず、新鮮な地下水で作っているの
で、健康面でも安心できるお料理
です。生湯葉や生麩がのっている
湯葉丼は京都らしさを堪能するこ
とができます！おばんざいは全国
無料発送が可能です。

実際に使用されていた小
学校の校舎をなるべくそ
のままの形で再利用した
芸術センター。廊下を歩
く足音や小さな可愛らし
い教室に懐かしさを感じ
ます。展覧会や公演・ワー
クショップが開かれてい
るので、ぜひ立ち寄って
みてください。

ドライフラワー専門店に併設
されたカフェ。店内いっぱい
に広がるドライフラワーの香
りに包まれながら、優雅な
カフェタイムが過ごせます。
コーヒーはもちろん、京都を
感じさせるほうじ茶や抹茶の
ラテ、こだわりの焼き菓子も
絶品です。

季節限定や店舗限定
の蒟蒻石鹸が取り揃
えられています。実際
に手を洗って体験す
ることができるので、
自分好みの香りを見
つけることができま
す！ぷるぷるは、クセ
になりそうな感触。他
にも蒟蒻いもの成分
を使用した商品がた
くさんあり、お土産に
もぴったりです。

電話番号 075-354-5422

電話番号 075-257-7647

電話番号 075-213-1000

電話番号 075-606-4192

電話番号 0120-808-469（フリーダイヤル）

営業時間 11:00 〜 18:30

営業時間 7:00 〜 20:00
（15:00 〜 17:00 は準備中）

営業時間 10:00 〜 20:00

営業時間 12:00 〜 19:00

営業時間 10:00 〜 18:30

定休日 月曜日

定休日 無休

定休日 無休（臨時休館あり）

定休日 無休

定休日 無休

住所 京都市中京区占出山町 301

住所 京都市中京区蛸薬師通
烏丸西入橋弁慶町 224

住所 京都市中京区室町通
蛸薬師下る山伏山町 546-2

住所 京都市中京区御幸町通蛸薬師
下る船屋町 381-1　2F

住所 京都市中京区東魚屋町 169-1

最寄り 四条駅徒歩約 3 分

最寄り 四条駅徒歩約 3 分

最寄り 四条駅徒歩約 5 分

最寄り 四条駅徒歩約 10 分

最寄り 四条駅徒歩約 5 分

食べる

食べる

食べる

買う

京都市交通局ホームページに
バナーをつけています。

キッシュやタルトで有名なパン屋さんです。キッシュの材料
には無農薬野菜を使用。カウンターから選んだ商品を店内で
いただくことも出来ます。おすすめのサーモンとほうれん草
のキッシュは、大きくて柔らかい食感のサーモンが特徴です。
素材にこだわったキッシュを是非味わってください！

京都の老舗紙器メーカーが運営
するカフェは文房具が飾られた
斬新な店内。文房具屋さんとカ
フェが融合した今までに見たこ
とがない新しい空間です。手作
りケーキのほか、ランチセット
やホットドッグなどの軽食があ
ります。オリジナルの紙を使用
したランチョンマットやカトラ
リーボックスにも注目！

ルバカサブル（Le bac a sable）
京都市東山区西海子町 51
メゾンドアリス 1F
電話番号 075-746-3080
営業時間 7:00 〜 19:00
定休日 無休
最寄り 東山駅徒歩約１分

むしやしない女子
小腹が空いたら

たっぷり入った
りんごがアクセントの

チーズケーキ！ 

おすすめ
ポイント

うっとりとした気分
にさせてくれる
ドライフラワー

おすすめ
ポイント

5 種類の香りと
蒟蒻のような
感触を楽しめる
洗顔石鹼！

おすすめポイント

小鉢が可愛くて食べた
後も目で楽しめます！

おすすめ
ポイント

少年少女時代を
懐かしみながら周る
芸術センター
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3 京菜味のむらは地図外です

種類豊富な
タルトやキッシュが

ずらり！

食べる ルバカサブル（Le bac a sable）

食べる &PAPERS

おすすめポイント
プリンセス気分が
楽しめるお店の雰囲気

見る
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