
広告

一日が、ノスタルジーとインスタ映えに
今回から始まった新企画「地下鉄・バス一日券でめぐる京都特集」。第 1 弾のコンセプトは

「ノスタルジー」と「インスタ映え」です。古都京都には、歴史的な寺社仏閣がたくさんあり、
そこは実に神秘的・感動的で、また “ノスタルジー ” 溢れる空間です。この空間がまさに “ インスタ映え ”。
是非皆さんも足を運んで、写真を撮りながら、歴史に触れてみてはいかがでしょうか。寺社仏閣を訪ねた後に
一息つきたい “ インスタ映え ” するカフェも紹介します。どのカフェにもそれぞれこだわりがあり、

「おしゃれ」や「映え」で収まりきらない素敵な魅力がありました。

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
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市内の主な観光地はこれ１枚でほとんど巡れます！
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・バス一日券を使ってめぐる京都

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

2  車折神社

8  LITT UP.KYOTO

9 Micasa&deco cafe

5 Cherish

3 Café Phalam

4  神泉苑

より多くの方に地下鉄やバスを使って、
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、バスで行ってみて
くださいね。

私達が制作しました

※二日券、小児用もあります。

第22号

二条城前駅 下車地下鉄

太秦天神川駅から東西線地下鉄
二条駅 下車地下鉄

烏丸御池から東西線地下鉄

蹴上駅から
東西線

地下鉄
東山駅地下鉄

京都駅から烏丸線地下鉄

四条 下車地下鉄

二条城前から 9・12・
50・101・111 号

市バス

四条堀川から11 号市バス
車折神社前 下車市バス

車折神社前から11 号市バス

南禅寺・永観堂道 下車市バス

東山三条から100号市バス

七条京阪前 
下車

市バス

七条京阪前から100号市バス

京都駅前 下車市バス
二条駅前から15 号市バス

神泉苑前から
15 号

市バス

太秦天神川駅前 下車市バス

東山三条から 5 号市バス

神泉苑前 下車市バス

烏丸御池 下車市バス

1 徒歩 5分

2 徒歩すぐ

4 徒歩すぐ

3 徒歩 3分

6 徒歩 8分

7 徒歩10 分

8 徒歩1分

9 徒歩13分
5 徒歩 5分

6  知恩院

7  南禅寺

1 SICOU START!

GOAL!!

東山駅 下車地下鉄

新企画



バックナンバーはこちらから

LITT UP.KYOTO8

小さな映えカフェ !ドリンクの色が変化する

住宅街にひっそりとあるお店。
看板には COFFEE & ANTIQUE 
とかかれており、木製の扉を開
けると、アトリエのような静か
な空間が広がっています。とて
も素敵なので、つい写真を撮り
たくなってしまいましたが、店
内は撮影 NG なのでご注意を。
豆にこだわったコーヒーはテイ
クアウトもできます。

芸能や芸術に関するジャンルで活
躍できるご利益や人気運が得られ
ると言われているため、今もなお
多数の芸能人や有名人が訪れてい
るパワースポットです。見どころ
は、至る所にびっしりと並ぶ芸能
人、著名人などの名前が入った玉
垣（たまがき）です。あなたの好
きな芸能人のものもあるかも！

浄土宗の総本山である知恩
院は、法然上人ゆかりの地
に建てられた寺院です。こ
こでは、四季折々の自然を
楽しむことができたり、多
くの文化財の建物を見るこ
とができます。秋にはライ
トアップも行われており、
普段とは違う寺院の雰囲気
を楽しむことができます。

南禅寺の三門は重要文化
財でもあり２階建てに
なっていて、四季折々の
景色を楽しめます。何と
言ってもインスタ映えす
る水路閣は、古代ローマ
の水道橋がモチーフと
なっており、赤煉瓦がレ
トロ感を引き立たせ、大
注目のスポットです。

13 席ほどの、こじんまりとしたお店で
す。店内もメニューも外国風で、異国に
来た気分を味わうことができます。色が
2 度変化するドリンクをはじめ、目でも
味でも楽しめるメニューです。

隠れ家的な造りで、ノスタルジー
を感じさせてくれるカフェ。町
家とモダンなインテリアデザイ
ンがミックスされた、落ち着い
た空間を楽しむことができます。
ここで味わえる京都限定抹茶パ
ンケーキはとても人気が高くお
ススメです！

ゆったりと楽しんでもらうために本が
置いてあったり、気軽に訪れることが
できるようにユニバーサルデザインに
なっていたり、自然環境負担軽減のた
めに、使い捨ておしぼりではなく手洗
い台を用意されたりと、工夫がたくさ
ん。おススメは玄米五穀ごはんと野
菜中心の「ハタケ定食」。ドリンクメ
ニューも充実していますよ！

お店を一言で表すなら、「ゆめかわいい」でした。
入った瞬間に異世界へワープしまるでおとぎの国
へ迷い込んだかのような感覚になります。女の子
なら一度は憧れた世界が目の前に。メニューも大
人気の「マーメイドラグーンフロート」等、お店
の雰囲気にピッタリなものばかりです。皆さんも
この世界に迷い込んではいかかでしょうか。

二条城から歩いて徒歩 5 分にある、平安京最古の史蹟・神
泉苑（真言宗寺院）。鳥居をくぐると朱塗りの法成橋がお
出迎え。この橋は、弘法大師が祈雨の修法を成就させたこ
とからその名がつけられたそう。また、静御前と源義経の
出会いの場でもあり、恋愛も成就するかも…

新しい年度が始まりました。
新たに通学・通勤で地下鉄やバスを毎
日利用される方もたくさんいらっしゃ
ることでしょう。地下鉄やバスの車内
ではリュックや大きな荷物は体の前に
抱えて、場所を空けましょう。少しの
気遣いで、快適な車内になります。

電話番号 未公開

電話番号 075-861-0039

電話番号 075-531-2111
電話番号 075-211-5705 電話番号 075-821-1466

拝観料 無料
最寄り 市バス「神泉苑前」徒歩すぐ

電話番号 075-496-4843

営業時間 10:00 ～ 18:00

拝観時間 9:00 ～ 17:00
（正月期間は異なります）

拝観時間 9:00 ～ 16:00
拝観料 無料（庭園は有料） 営業時間 11:00 ～ 19:00（L.O18：00） 拝観時間 8:30 ～ 20:00

営業時間 9:00 ～ 19:00（L.O18:30）

定休日 不定休
最寄り 地下鉄「二条城前駅」徒歩 5 分 最寄り 市バス「車折神社前」徒歩すぐ

拝観料 無料
定休日 無休

定休日 無休
最寄り 地下鉄「東山駅」徒歩 8 分

定休日 無休

定休日 不定休 最寄り 地下鉄「二条駅」徒歩 3 分
住所 京都市中京区西夷川町

571-10

住所 京都市右京区嵯峨朝日町 23

住所 京都市東山区林下町 400

電話番号 075-606-5307
営業時間 9:00 ～ 19:00（L.O18:00）

定休日 無休
最寄り 地下鉄「四条」徒歩 13 分

住所 京都市中京区梅屋町
( 麸屋町通 )480

電話番号 075-771–0365
拝観時間 8:40 ～ 17:00
拝観料 無料（方丈庭園、三門、南禅院は有料）

最寄り 市バス「南禅寺・永観堂道」徒歩 10 分
定休日 無休

住所 京都市左京区南禅寺福地町

電話番号 050-1063-6661
営業時間 10:00 ～ 16:00（L.O15:30）
定休日 不定休
最寄り 市バス「七条京阪前」徒歩 1 分

住所 京都市東山区本町6丁目14  2F

住所 京都市中京区柳馬場二条下ル等持寺町 4-6
住所 京都市中京区御池通

神泉苑町東入門前町 167

住所 京都市中京区西ノ京北聖町 24 新二条ビル 1F

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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カフェ パラン

リットアップキョウト

SICOU1
コーヒーを楽しむ空間

車折神社2
数々の有名人がお忍びで
足を運ぶ芸能神社

浄土宗総本山 知恩院6
国宝の三門と方丈庭園がおすすめです。

臨済宗大本山 南禅寺7
インスタ映え間違えなし！南禅寺といえば水路閣！

神泉苑4
願い事を１つして橋を
渡るとその願いが叶う

Cafe Phalam 3
カフェやランチスポットにもなる
暖かな空間

カフェ チェリッシュ
café Cherish5

現実を忘れる空間

定休日 月曜日、火曜日 ( 祝日は営業 )
最寄り 市バス「烏丸御池」徒歩 5 分

MICASADECO&
CAFE 京都

9

もちもちパンケーキがたまらない！
店内は今どきインスタ映え
隠れ家風カフェ

四条駅

丸太町駅・
烏丸御池駅

二条駅・
二条城前駅

東山駅・
蹴上駅

2 8 は地図外

＃可愛すぎ

＃恋愛成就！？

＃色変化

＃おしゃれ

＃もっちもち

＃抹茶スイーツ

＃赤煉瓦レトロ

＃ここからスタート

＃ステキ空間

＃マーメイド

＃野菜たっぷりラン
チ

＃ゆめかわ！！

地下鉄・バスマナーアップ講座
【リュック編】

“貴品女性”の

う
〜
ん
…


