
広告
6  いづもや

5  上賀茂神社

4  吉田チキン御園橋
店

3  御金神社
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5 徒歩５分

3 地下鉄二条城前駅から徒歩 5分

8

9

徒歩で下山
東山三条（地下鉄東山駅）

東山三条 下車市バス

河原町今出川から201号市バス

堀川御池から9 号市バス

京都駅から烏丸線地下鉄

烏丸御池から東西線地下鉄

御園橋 801 商店街

出町桝形商店街

古川町商店街
上賀茂神社前から4号市バス

上賀茂御園橋 下車市バス

二条城前駅 下車地下鉄

河原町今出川 下車市バス

7  おた福屋

2  Brulee

START!

GOAL!!

8  EL PUENTE COFF
EE 

LABORATORY
9  天台宗青蓮院門跡

　
将軍塚青龍殿

1  ブラザーベーカ
リー三条店

京都三条会商店街徒歩５分

地下鉄蹴上駅下車京阪バス乗換え約 10 分
またはタクシー約 5分
または、古川町商店街から、粟田神社方面
に歩き、東山トレイルのコースを約 30 分（粟
田神社から尊勝院を抜けて進む。この他円
山公園・知恩院からも登れる道があります）

一味違った京都の意外な一面と魅力を発見しよう！
　「地下鉄・バス一日券でめぐる京都特集」。第 2弾のコンセプトは、京都の「意外な一面」と「魅力」です。
歴史ある寺社仏閣や街並みを持つ古都京都。しかし、それだけでなく京都のまちに住む人々の生活や日常を
見て触れることでも、また違った京都の歴史と文化を感じることができ、私達が知らない京都の一面と魅力
に出会えるのではないでしょうか。そこで今回は「商店街」をテーマとして京都の魅力を紹介します。
レトロだったり、おしゃれだったり、どこの商店街もそれぞれの特徴があり、そこだけの生活の風景がありま
した。商店街を通して地域の魅力や違いなど、人気観光地である京都の意外な一面を一緒に発見しましょう。

平安女学院大学×京都市交通局Presents 地下鉄・バス一日券を
使ってめぐる京都特集

2019.9 月号

発行　平安女学院大学　国際観光学部　〒 602-8013　京都市上京区下立売通烏丸西入　075-414-8150　　　京都市交通局　営業推進室　〒 616-8104　京都市右京区太秦下刑部町 12番地　075-863-5066

地下鉄とバスを組み合わせて，移動時間を短縮。
予定よりあと１か所多く巡れるかも！？
約６０の施設で優待特典もありますよ。

地下鉄・バス一日券で巡る京都～心ゆくまで商店街～

地下鉄・バス一日（二日）券が

おトク！ 地下鉄・市バス全線，京都バス※・
京阪バス※が900円で一日乗り放題！
（※一部路線を除く）

販売場所や
優待施設情報は
こちら

優待施設情報は

※二日券、小児用もあります。
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地下鉄・バス一日券で巡る京都地下鉄・バス一日券で巡る京都～心ゆくまで商店街～



バックナンバーはこちらから

EL PUENTE COFFEE 
LABORATORY

8

時を忘れる安らぎ空間で、ほっと一息

三条会商店街の中にある赤い看板が目印。地元の
方はもちろん外国人旅行者も訪れるパン屋さんで
す。約 70種類ものパンがあり、中でもおすすめは、
おゆごね食パン。卵・乳不使用なのにもちっとし
た食感で耳まで美味しい食パンです。

日本でここだけ！クレー
ムブリュレドーナツ専門
店です。ふわっ、カリッ、
とろの３つの食感を楽し
むことができます。注文し
た後に目の前でバーナー
を使って表面を焼いてく
れるので、あぶりたてを
味わうことができます。
食べ歩きにも最適。

お豆腐や大豆製品を中心に販売。ここのお豆腐は「豆」
の味を感じられると評判です。人気商品の「京ひろ
うす」は遠方から買いに来られる方も多数！どれも
新鮮さを重視した自然な味わいです。また出来立て
のアツアツのコロッケも絶品ですよ！親しみのある
どこか懐かしさを感じられる素敵なお店です。

自然の材料を大事にしている和菓
子屋さん。地元の方、外国の方な
ど様々な方が訪れます。自家製あ
んこを使用した「おはぎ」は人気
メニュー！他にもさくら餅やよも
ぎ団子など素敵な和菓子が沢山。
どれも丁度良い甘さでもっちりと
した食感です。しかも低価格で買
いやすい！出町桝形商店街に訪れ
たらまずはここへ！

今年 2月にオープンしたばかり
の、コロンビア産スペシャルティ
コーヒー専門店。苦みは少なめ
で深い味わいのハンドドリップ
コーヒーが楽しめる。日替わりの
ケーキも優しい甘さでコーヒー
との相性抜群！　現地の農園か
ら直接空輸される豆は、トレン
ドに合わせおよそ 3・4ヶ月ごと
に品種が変わるそう。店頭で購
入もできるので、お気に入りの
味を探してみては？

青蓮院門跡の南東山上には、同寺の飛び地境
内があります。ここに残る将軍塚は、桓武天
皇が平安京造営の折に、都の鎮護のため土で
できた将軍の像を埋めた塚であると伝えられ
ています。また巨大な青龍殿に附属する見晴
らしの良い大舞台からは、京都の街が一望で
きます。足腰が丈夫な方は、トレイルコースを使った軽い
トレッキングで将軍塚を目指すのがおすすめ。汗をかいた
あとに見る景色は最高です！足元はスニーカーがベスト。

御金と書いて「みかね」と読む、
金色の鳥居が印象的な神社です。
文字通り金運にご利益がある注目
のパワースポットです。お金持ち
になりたいと思っている方はぜひ。

京都でも有数の歴史を持ち、賀茂御祖神社（下鴨神社）と合わせて
「賀茂社」と呼ばれ、ユネスコ世界遺産にも登録されています。広
大な境内の背後には標高 301.5 メートルの神山があり、自然の雄
大さを感じさせる神社です。国宝である本殿の御祭神である賀茂別
雷大神は強い厄除けの神様で、雷除け、必勝などのご利益がありま
す。また、日曜祝日などには神馬が出社しており、ニンジンをあげ
たり、限定の「神馬みくじ」を手に入れることが出来ます。

シェフおすすめの「吉田の
丸鶏ローストチキン」は、
低温でじっくりと焼き上げ
たチキン一羽を丸ごと味わ
うことができます。チキン
は一号店である京大前店の
味を受け継ぎ、秘伝のスパ
イスをマリネした特製の味
です！また、テイクアウト
も受け付けています。特別
な日の食卓を、いっそう華
やかに彩る味とボリューム
があります。

地下鉄駅構内に設置されているエスカレー
ター。私たちは何気なく乗っていますが、
エスカレーターの乗り方について考えたこ
とはありますか？
エスカレーターは、急いでいる人のために
片側を空けておくのがマナーと思われてい
ます。本当にそうでしょうか。エスカレー
ターは片側を空けずに、2列で乗ります。
そのほうが多くの利用客が、効率よく移動
ができるのです。
では、急いでいる人は？？急いでいる人は
足元に注意して、階段を使ってくださいね。
カロリーも消費できます！

電話番号 075-204-6662 
電話番号 050-1133-2180

電話番号 075-781-0011

拝観料 無料

営業時間 7:00 ～ 19:00
営業時間 10:00 ～ 19:00

参拝時間 5:30 ～ 17:00
（楼門、授与所は8:00から）
※祭典等により変更有り

参拝料 無料（特別参拝 500 円）

定休日 不定休
定休日 地下鉄「二条城前駅」

徒歩５分

定休日 地下鉄「二条城前駅」
徒歩５分

定休日 不定休

最寄り
最寄り

定休日 無休
最寄り

定休日 無休住所 京都市中京区橋西町 658
ベルク穂高 1F

住所 京都市中京区
上瓦町 69

住所 京都市北区上賀茂本山 339 番地

電話番号 075-551-6680
営業時間  10:00 ～18:00
定休日 不定休
最寄り

住所 京都市東山区三条通白川橋
西入二筋目下る古川町 542-3

電話番号 075-771-0390
拝観時間 9:00 ～ 17:00（受付終了 16:30）
拝観料 大人 500 円　中・高校生 400 円　小学生 200 円

最寄り
定休日 無休

住所 京都市山科区厨子奥花鳥町 28

電話番号 075-222-0320
営業時間 10:00 ～19:00
定休日 火曜日及び不定休
最寄り

住所 京都市上京区寺町通今出川上る
東入一真町65番地

電話番号 075-231-9267
営業時間 10:00 ～17:30
定休日 無休
最寄り

住所 京都市上京区河原町今出川上る
青竜町２２９

住所 京都市中京区西洞院通
御池上ル押西洞院町 614

京都市交通局ホームページに
バナーをつけています。

私たち平安女学院大学国際観光学部は、2015 年度から京都市交通局との連携事業として「きゅんきゅんKYOTO」の制作に取り組んできました。21号までで地下鉄全駅の周辺案内をひと通り終えましたので、22号からは新企画「地下鉄・バス一日券を使ってめぐる京都」を軸に、公共交通の利用促進と地域の魅力発信をすすめていきます。
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Bruleeブリュレ2
日本で唯一！クレームブリュレ
×ドーナツ夢のコラボスイーツ

いづもや6
むかし、なつかし、日常の姿がここに

おた福屋7
いつでも心なごむ味わいの場所へ

ローストチキンダイニング

吉田チキン御園橋店
4

ジューシーチキンの贅沢ランチ

賀茂別雷神社 上賀茂神社5
平安遷都以前の創建！自然の雄大さを体感 ‼

天台宗青蓮院門跡

将軍塚青龍殿
9

知られざる展望スポットから京都を
一望しよう！

出町桝形商店街

御薗橋 801商店街三条会商店街

古川町商店街

地下鉄・バスマナーアップ講座
【エスカレーター編】

“貴品女性”の

1 Brother Bakery
朝食やブランチにこだわりいっぱいパン屋さん

ブラザー・ベーカリー 御金神社 
京都随一の金運神社

みかねじんじゃ3

御園橋店

上賀茂神社からすぐ近くにあ
り、京都市内で最も北にある
商店街です。全長 800 ｍ＋
「未来に一歩進もう」という想
いが名前の由来となっており、
飲食店や地域に密着したお店
が数多く立ち並ぶ商店街です。

御園橋 801 商店街

お豆腐や大豆製品を中心に販売。ここのお豆腐は「豆」
の味を感じられると評判です。人気商品の「京ひろ
うす」は遠方から買いに来られる方も多数！どれも
新鮮さを重視した自然な味わいです。また出来立て
のアツアツのコロッケも絶品ですよ！親しみのある

地下鉄「二条城前駅」
徒歩５分

最寄り

地下鉄今出川駅から徒歩 10分。様々な飲食店や食料品店が立ち並ぶ地域密着型の商店街です。昭和を感じさせるレトロな雰囲気を味わえる魅力溢れた親しみやすい場所ですよ。

出町桝形商店街

三条会商店街の中にある赤い看板が目印。地元の
方はもちろん外国人旅行者も訪れるパン屋さんで
す。約 70種類ものパンがあり、中でもおすすめは、
おゆごね食パン。卵・乳不使用なのにもちっとし
た食感で耳まで美味しい食パンです。

住所 京都市中京区橋西町 658

朝食やブランチにこだわりいっぱいパン屋さん

隠れ観光ス
ポット！ 京

都を代

表する老舗
商店街です

。「１に

も２にも三
条会。なん

でも揃

う三条会。
365日晴れ

の街アー

ケードショ
ッピング街

」の

キャッチフ
レーズで、

現在約

180の店舗
があります

。

京都三条会
商店街
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時を忘れる安らぎ空間で、ほっと一息

今年 2月にオープンしたばかり
の、コロンビア産スペシャルティ
コーヒー専門店。苦みは少なめ
で深い味わいのハンドドリップ
コーヒーが楽しめる。日替わりの
ケーキも優しい甘さでコーヒー
との相性抜群！　現地の農園か
ら直接空輸される豆は、トレン
ドに合わせおよそ 3・4ヶ月ごと
に品種が変わるそう。店頭で購
入もできるので、お気に入りの
味を探してみては？

アーケード
内に吊され

た色と

りどりの可
愛らしいラ

ンタン

に、思わず写
真を撮りたく

なる

こと請け合い
！ 通りには

、ゲ

ストハウスや
カフェから、

地域

に根ざした
お店まで、

いろい

ろな店舗が見
られます。学

生や

観光客も多
く、小さい

ながら

も明るく楽し
い商店街です

。近

隣の大学生
が手がける

イベン

トも不定期で
行われていま

す。

いちど足を運
んでみては？

古川町商店街

電話番号 075-494-0288
営業時間 11:30 ～ 15:00（L.O/14:30）

18:00 ～ 23:30（L.O/22:30）
／日曜～ 22:00（L.O/21:30）

住所 京都市北区大宮南田尻町 67-4 
御薗橋ビル 1F

定休日 月曜日
最寄り

次は御薗橋801商店街

最寄り 地下鉄「二条城前駅」から
徒歩５分

市バス「上賀御薗橋」下車徒歩1分

市バス「上賀茂
御薗橋」下車
徒歩3分市バス「河原町今出川」下車徒歩3分

青蓮院門跡の南東山上には、同寺の飛び地境

社務所
開設時間 10:00 ～ 18:00

市バス「河原町今出川」下車徒歩3分

市バス「東山三条」下車
徒歩2分

地下鉄「蹴上駅」下車京阪バス乗換え約 10 分またはタクシー約 5分
地下鉄「東山駅」下車 青蓮院門跡から「東山トレイル」で徒歩30 分




