
広告

慶長 8 年 (1603 年 ) に徳川家康が造
営し、3 代将軍家光のときに完成。
幕末の大政奉還の舞台ともなり、明
治以降は、京都府庁や皇室の離宮と
して使用されました。
古都京都を代表する文化財として , 平
成 6 年（1994 年）に世界遺産に登
録されています。

神泉苑は、平安京が山城の国に遷都された際、大内裏の南隣に
建設された宮中付属の「禁苑」です。天長元年（824 年）に弘
法大師空海が祈雨の修法を行い、現在は真言宗の寺院です。貞
観 11 年（869 年）に行われた御霊会で日本にあった国の数
66 本の鉾を神泉苑の池で清めた修法が、祇園祭の元になった
といわれています。庭園は広く、平安京の雅を今に伝え、とて
も素晴らしい雰囲気です。

中京区二条通堀川西入二条城町 541
電話：075-841-0096
開城時間　8:45 〜 16:00（閉城 17:00）
休城日：年末年始 12 月 26 日〜 1 月 4 日
毎年 12 月・1 月・7 月・8 月の毎週火曜日

（祝・休日の場合は翌平日）
入城料金：一般 600 円　
中・高校生 350 円　小学生 200 円

中京区御池通神泉苑町東入門前町 166
電話：075-821-1466
拝観時間　8 時 30 分〜 20 時
入苑料：無料

見どころスポットご紹介

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。第8号

見る

地下鉄

二条・
二条城前駅

あたりのご紹介　

平安女学院大学×京都市交通局Presents

元離宮二条城1

二の丸御殿の豪華な
襖絵・装飾や特別
名勝の二の丸庭園は

必見です！

平安京最古の
庭園を見ながら

ゆっくり
過ごせますよ♪

神泉苑2
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地下鉄

二条・
二条城前駅

あたり

「ナチュラル＆アンティーク」
をコンセプトにした，とてもお
洒落な花屋さん。オーナーがこ
だわって仕入ておられ、沖縄由
来のものなど雰囲気ある植物が
充実しています。フラワーアレ
ンジレッスンも開催されていま
すよ。

和テイストの隠れ家的
存在のカフェ。こだわ
りのパンケーキは国内
の厳選素材を使用し、
オーダーがあってから
焼き上げられます。ラ
ン チ の オ ム ラ イ ス も
とってもオススメ。 本格イタリアンとビー

ルやワインも楽しめる
二条駅前のカジュアル
なお店。イタリアンハ
ムはぜひ食べてみてく
ださい。

コーヒーの焙煎所兼
カフェだった場所を
リニューアルしたカ
フェ。自家焙煎された
豆で淹れる、こだわり
の本格コーヒーが楽し
めます。

リーズナブルで手軽にパスタ
が楽しめるイタリア料理店。
ランチセットは、パスタ、サ
ラダ、スープ、パンがついた
ボリューム満点の内容♪ラン
チのパスタは日替わりなの
で、思わず毎日通いたくなる
お店です。

“どろぼう”というお菓子が有
名で、泥棒してでも食べたいほ
ど美味しいと言われたことか
らこの名前がついたそうです。
しっとりした黒砂糖の香りが口
のなかで広がりますよ。夏には
かき氷もおすすめ♪

天井の高い広々とした店内に
は、3m を超す大きな観葉植物
から小さなサボテンまで、大小
様々な珍しい植物が所狭しと並
んでいます。明るい日差しが入
る店内はまるで温室のよう。下
にはカフェもありますよ。

ふらっと一人でも立ち寄り
やすいカフェとランチが楽
しめる落ち着いた雰囲気の
お店。おすすめメニューは

「今日のごはん」！日替り
の体にやさしい家庭的なラ
ンチで何回行っても飽きる
ことはありませんよ。

カナダ出身の茶道の裏千家教
授がプロデュースされたお
店。本格的なお抹茶に加え、
和菓子から洋風なスイーツま
で幅広い品ぞろえでいろいろ
な人におすすめ。個性的で落
ち着いた雰囲気の店内で、ま
た行きたくなるお店です。

中京区西ノ京職司町 67-38
電話 :075-811-8787
営業時間　10:00 〜 18:00
定休日　無休

中京区三条通油小路東入三条油小路町 145-1
電話：075-201-7318
営業時間　平日・日・祝 10:00 〜 18:00
土 :10:00 〜 19:00　
L.O. 閉店 40 分前
定休日　月曜日

中京区千本通御池下ル西ノ京職司町 29
電話：075-812-0601
営業時間　ランチ 11:30 〜 14:30　
ディナー 18:00 〜 23:00（L.O.）
定休日　月曜日・第一日曜

中京区西ノ京職司町 67-38
TEL：075-822-9397
営業時間　11:00 〜 18:00
定休日　水曜日

中京区聚楽廻南町 1-9-104
電話：075-801-0557
営業時間　ランチ 12:00 〜 14:30(L.O:14:00) 
ディナー 18:00 〜 24:00(L.O:23:30)
定休日　火曜日

中京区大宮通御池上る市之町 180
TEL：075-841-4464
営業時間　10:00 〜 18:00
定休日　無休

中京区西ノ京職司町 67-38
電話 :075-802-9108
営業時間　11:00 〜 18:00
定休日　無休

中京区西ノ京小倉町 22-12
TEL:075-822-6281
営業時間　12:00 〜 19:30
定休日　月・火曜日

中京区上瓦町 64　三条商店街内
TEL:075-801-0790
営業時間　月〜水 11:30 〜 20:00
金 11:30 〜 23:00　
土日 11:00 〜 20:00
定休日　木曜日

雪ノ下3

TAVERNA IL VIALE（タヴェルナ・イル・ヴィアーレ）4

CLAMP COFFEE SARASA8

OSTERIA SPAGHETTERIA MENYA( メンヤ )5

雨林舎（うりんしゃ）6

らん布袋（らんほてい）7

野菜たっぷりの
ランチで女性に

おすすめ！

和洋の融合・
本格抹茶に

おいしいスイーツ

イタリアン
生ビールが
楽しめます♪

木漏れ日の
カフェでゆっくり

わたしたちが実際に
お店に取材しています

徳川家康が、関ヶ原の戦いに勝ち、

もう戦は終わりにしようと考え、平和

な時代の居城として築いたのが二条城

である。かつて、織田信長が造った旧二条城は、現在の平安

女学院の敷地にあった。現二条城は、三代将軍・家光の時代、

後水尾天皇の行幸にあわせて大改築された。この時、家光は、

三千人もの部下を従えて饗応したという記録がある。

時移って十五代将軍・慶喜が大政奉還し、新しい時代をきり

ひらいたのもこの二条城である。

女子大生が聞いた

二条城の
うんちく

千本丸太町

堀川丸太町

堀川御池

二条駅前

オリジナリティあふれるお店

オシャレな雰囲気
でデートにも
ぴったり！！

Location Map
二条駅

二条城前駅

Nijoo sta.

Nijojo-mae sta.

楽しいお店がいっぱい！
皆さんも散策してみて

下さいね！

ふわっふわっの
パンケーキ

おいしさいろいろ

過去のバックナンバーはこちらから
・第 1 号 丸太町駅あたり・第 2 号 今出川駅あたり
・第 3 号 北山駅あたり　・第 4 号 東山駅あたり
・第 5 号 太秦天神川駅と西大路御池駅あたり
・第 6 号 醍醐駅と小野駅あたり   
・第 7 号 蹴上駅あたり

京都市交通局ホームページにバナーをつけています！

Blowmist BOOM11

うれしなつ菓子・格子家9

cotoha Plants&Antiqe10

優しい色に
包まれた花屋さん

店内は
まるで森！

昔なつかしい雰囲気
のお店で手作りの

駄菓子を♪ 
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