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ローカ

ル商店街
を
気ままに散策しよう

京都三条会商店街

特集

京都の個性的な
商店街を訪ねる

しみ方は人それぞれ。
グルメを楽しんだり散歩気分で巡ったりと、楽
で
先祖代々つづく老舗から、新進気 鋭の注目店ま
へ、いざ出発！
さまざまなジャンルのお店が軒を連ねる商店街
商店街

商店街は京都市民の
暮らしに欠かせない存在

豆富本舗の
「ジャンボ袋」
詳細は P2 へ

マップ

03 御薗橋
801商店街

御薗橋 801 商店街

上賀茂御薗橋

マスコットキャラクター
「801ちゃん」が有名！

地下鉄烏丸線

衣食住にまつわる商品や古道具、
堀川通

通
千本

書籍など商店街で取り扱われる商
品はお店によりさまざま。日常的な

背景によってお店の顔ぶれやまち並

丸太町通

みは少しずつ異なり、それが各商

二条城
前駅

二条駅

店街の個性的な魅力となっていま
かから七条商店街振興組合、京都

四条通

七条商店街振興組合

三条会商店街、御薗橋 801商店

五条通

梅小路公園に近く、
にぎやかなエリアです。

街の 3 つを P2 〜 3 にて詳しくご
紹介いたします！

七条通

地下鉄東西線

02

京都三条会
商店街
01

鴨川

す。今号では、数ある商店街のな

三条通

京都市交通局

川端通

烏丸通

今出川通

も楽しい場所です。地域の歴史的

河原町通

買いものでも、観光気分で訪れて

七条商店街
振興組合

京都三条会商店街

虹色の看板が目印の
アーケード商店街。

京都駅

【凡例】

問い合わせ

時間

料金（基本的に大人 1 名分）

発行：京都市交通局 営業推進室

〒616-8104

休日

地下鉄

市バス

京都市右京区太秦下刑部町12番地

バス停

JR 線

☎075-863-5056

近鉄

阪急電鉄

FAX 075-863-5069

京阪電車

嵐電

京都市交通局 検索

叡山電鉄
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IC K U P！

一本一本職人の手づくり

季節の花が描かれた商品も人気

お す すめ P

丹治蓮 生 堂

新旧入り混じる名店通り
を中心としたエリアに、飲 食 店や

御薗橋 801商店街

もくろう

の実を絞って乾燥させた「木蝋」を原料に使うこと

みそのばしはちまるいちしょうてんがい

すす

で煤が出にくく、上部が広がっている形状などの工

京都市内最北端の商店街

す。1,000 円以下の商品も多数。
☎ 075-361-0937

10時～ 19時

昔ながらの製法
を代々受け継ぐ

日曜、祝日
（不定休あり）

京都駅下車、徒歩約7分

和菓子店、仏具店などが並びます。
1950 年に「七条繁栄会」として発

贅沢にフルーツたっぷり

青果店ならではの、フルーツをふんだんに使用した
メニューを提供。パフェやサンドウイッチ、フルーツ
盛りとトーストがセットになった「フルーツモーニング」
など、みずみずしいフルーツを存分に味わいましょう。

約 30 年前、御薗橋通に立ち並ぶ商
店などを中心に昭和 61年「御薗橋商

☎ 075-493-0035

9時～ 18時

北大路バスターミナルから
上賀茂御薗橋下車すぐ

木曜

37

「ジャンボ袋」650 円（税込）

年に法人化、
現在の名称となりました。

5 種類のミックス

「801」は、商店街の全長が 800m、

LED 交換事業や花壇整備など、美

そこから未来に向かって一歩進もうと

しい街づくりにも取り組んでいます。

いう想いから名づけられたそうです。

☎ 075-361-0937（丹治蓮生堂）
京都駅下車、徒歩約5分

☎ 075-495-0834（御薗橋801商店街振興組合）

化学調味料は不使用

コーヒービネガーなどめずらしい商品も

北大路バスターミナルから
37
上賀茂御薗橋下車、徒歩約5分

豆富本舗

中野酢 蔵元
中野商店 京都店

まめとみほんぽ

バラエティー豊かな豆菓子
☎ 075-371-2850
8時45分～ 17時
9月末までは土・日・水曜
午後が休み
京都駅下車、徒歩約8分

なかのす くらもとなかのしょうてん きょうとてん

1908 年に煎豆商「豆富」として創業して以来、

職人技でつくる 100％天然酢

豆菓子を製造・販売しています。看板商品は、

厳選した国産原料を木桶で仕込み、昔ながら

青えんどうを使った銘菓「小町五色豆」
。ほかに
も大豆や黒大豆、落花生、そら豆を使用したも

芳醇な香りが
楽しめる
「黒酒酢」
4,104 円（税込）

のなど、約 40 ～ 50 種類の豆菓子を扱ってい
豆菓子はお土産
にもおすすめ

IC K U P！

店頭でフルーツ
販売も行っている

店街協同組合」
が発足され、平成 6

足し、1963 年に法人化。街路灯の

お す すめ P

カイノミやミスジなど毎日希少部位を販売！

ます。

☎ 075-205-5335
10時～ 18時、
土・日曜・祝日は12時～ 18時
水曜
北大路バスターミナルから
37
上賀茂御薗橋下車、徒歩約5分

の醸造法「静置発酵法」でじっくり発酵、熟成
してつくられるお酢が話題。料理に適したさまざ
まな味わいのお酢や、はちみつなどを配合した
飲みやすいドリンクタイプもあります。

「史上最強の一頭買い」による
「鮮度と味」が自慢の肉が揃う

新型コロナウイルス感染症から皆様ご自身と大切な人の命と健康を守るため，
市バス・地下鉄をご利用の際，ご協力をお願いいたします。

ミ ート シ ョ ッ プ ヒロ
千 本三 条 総 本 店

みーとしょっぷひろ せんぼんさんじょうそうほんてん

精肉店の絶品弁当に注目

いるできたての弁当や、人気のコロッケなど、弘のテイ
クアウトメニューもぜひご賞味を。
☎ 075-811-4129

9時～ 19時

熱中症に
も
ご注意を
！

京都三条会商店街

京都食肉市場で競り落とした「一頭買い」の厳選された
牛肉を適正価格で販売しています。店内厨房でつくって

代表の西田さん
は一頭まるごと
競り落とすため
に検肉も行う

きょうとさんじょうかいしょうてんがい

地元民に愛され 100 年以上
千本三条～堀川三条間に約 800m

なし

続く、西日本最大規模のアーケード

二条駅下車、徒歩約3分

街。始まりは 1914 年、油小路～大

季節限定フレーバーもある！

店内では自然食品も
販売している

「ステーキ＆焼
肉 2 種盛弁当」
1,500 円（税込）
。
自慢のお肉を堪
能できる逸品

宮間の 72 店舗で発足しました。大
正～昭和初期にかけて、地域の発展

NEWS & TOP ICS

にともない千本通まで商店が増え、
現在では約 180 店が軒を連ねます。

Prem a r ch é Ge la te r ia
京都三 条 本 店

プレマルシェ ジェラテリア きょうとさんじょうほんてん

こだわりジェラートに舌鼓
通年フレーバーの
「マンゴーオレンジ＆
ハニーとオーガニック・ココナッツ
タイランド風」600 円

☎ 075-600-2846
月・火・木曜は12時～ 18時、
金～日曜は12時～ 20時
水曜
二条城前駅下車、徒歩約6分

「フルーツサンドセット」900 円

季節のフルーツを堪能

主に寺院などで使われてきた「和ろうそく」
。ハゼ

夫により溶けたロウが落ちないという特長がありま

七条通沿いの堀川通～間之町通

IC K U P！

ふるーつぱーらー いけだ

貴重な和ろうそく専門店

ななじょうしょうてんがいしんこうくみあい

3

フルーツパーラー いけだ

たんじれんしょうどう

七条商店街振興組合

f ti m e

口溶けなめらかなジェラートは、合成の乳化剤、
安定剤、食品添加物は不使用。ノンミルクや
ヴィーガンのフレーバーを揃えるなど健康面にも

☎ 075-811-4472
（京都三条会商店街振興組合事務局）
二条城前駅下車、徒歩約5分（堀川三条側入口）、
二条駅下車、徒歩約3分（千本三条側入口）

NEWS

京都市交通局公式
Instagramを開設！

京都市交通局公式 Instagram を開設しました！ 地
下鉄・市バスをより身近に感じてもらえるように、交
通局の取組をはじめとしたさまざまな情報を発信し
ますので、ぜひフォローしてください！
【URL】https://www.instagram.
com/kyotocity_bus_subway/
【ユーザーネーム】
kyotocity_bus_subway

QR コード

配慮されています。なかにはシソや湯葉などを
使用した個性派フレーバーも。

※QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

NEWS

「地元応援！京都で食べよう、
泊まろうキャンペーン」実施中！

市民の皆さまに、市内の飲食店や宿泊施設を積極的
にご利用いただき、市内の魅力を再認識していただく
とともに、市内の消費を盛り上げ、京都経済の回復
につなげる「地元応援！京都で食べよう、泊まろうキャ
ンペーン」を実施中。
ご参加いただく飲食店や宿泊施設から、市民の皆さ
まに限定したお得な特別メニューやプランをご用意い
ただくとともに、ご利用いただいた市民の皆さまには
豪華な抽選プレゼントもご用意しております。

【キャンペーン期間】
令和2年6月19日
（金）
から9月下旬まで
【問合せ】
地元応援！京都で食べよう、
泊まろうキャンペーン
事務局
（公益社団法人京都市観光協会内）
☎️075-213-0071
キャンペーンの詳細については、
下記URLまたはQRコードから
キャンペーン特設サイト：https://ouen.kyoto.travel
※QRコードは
（株）
デンソーウェーブの登録商標です。
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Q5

❸バス停が倒れたら危ないので、
バス停を横倒しにする
❸山科駅
❸充電モーターを使って発進・
加速時のエンジンを軽減し、
排気ガスを低減したバス

❷250円

めざせ京都

定

Q3
Q4

❷約1,800人

検

Q1
Q2

f ti m e

都

地下鉄・市バスクイズ
7月号の答え

京

たくさんの
ご応募ありがとう
ございました！

of

通

に 挑戦

問 1

問 2

五山の送り火の火床に残った
「から消し
（消し炭）
」
は、
どこに吊
るしておくと、
厄除け、
盗難除け
になるといわれるか。 （3級）

六地蔵巡りの中で小山郷六斎念
仏が奉納される通称・鞍馬口地
蔵と呼ばれる寺院はどこか。
（2級）

ア 門口

イ庭

ア 地蔵寺

イ 源光寺

ウ 床の間

エ 屋根

ウ 上善寺

エ 徳林庵

問 3
貞観8年
（866）
、我が国で初め
て二人の僧に大師号が賜与さ
れた。
一人は最澄であるが、
もう
一人の第三代天台座主は誰か。
（1級）

※本問題は「京都・観光文化検定試験」平成30年度の問題より抜粋しています。
※「京都・観光文化検定試験」・
「京都検定」は京都商工会議所の商標です。

▶答えは左下です。

1780 年刊行『都名所図会』にも記述がある
（武庫川女子大学附属図書館所蔵）

編集室より
最高気温が 40 度超え、という日も最近はめずらし
くないですね。自分が小さい頃は、30 度を超えた
だけで、おどろいていたような。口を開けば「暑い！」
とばかり言っています。

11 月のテーマは「あなたはもう行った？ 京都市京セ
ラ美術館」※予定
今年リニューアル開館した「京都市京セラ美術館」。訪
れた感想や気になるポイント…など、
ご意見をお送りく
ださい。おふたいむを一緒につくってくれる情報を、お待
ちしています！

あの頃の京都って…

京都今昔
お盆の精霊を送る伝統行事
京都 五山の送り火
毎年 8 月16 日に行われる京都五山の送り火。

「トラフィカ京カード」プレゼント

地下鉄・市バスで利用できる
「トラフィカ京カード（1,100円分）」
…10名様

「旅なび」プレゼント

大人も満足できる情報量！
「修学旅行ガイドブック 旅なび」
…5名様

まん とう え

国時代に盛んに行われた万灯会が次第に山腹
う

ら ぼん え

東山に大文字、松ケ崎に妙・法の字、西賀茂に

に点火され、盂蘭盆会の大規模な精霊送りの火

船形、大北山に左大文字、嵯峨に鳥居形が浮

となったとされる説などがあります。文献において

かび上がります。五山以外では、江戸後期に

は、
『慶 長 日件録』の慶長 8（1603）年 7 月16

「い」
（市原野）
「一」
、 （鳴滝）
「竹の先に鈴」
、
（西

日の条や、1662 年刊行の『案内者』などに五山

け い ちょう にっ け ん ろ く

山）
、
「蛇」
（北嵯峨）
、
「長刀」
（観空寺村）が点火

の送り火と思われる記載が見られたりと、さまざま

された時期もありましたが、現在は廃絶しています。

に考察がされています。京都の夏の風物詩として

起源はあまり明らかになっていないそうですが、戦

親しまれていますが、まだまだ謎が多いのですね。

・市バス魅力探
訪
下鉄
地

応募方法
トラフィカ京カード、旅なびプレゼントへのご応募は、
下
記の宛先まで（1）住所
（2）
氏名
（3）
年齢（4）
ご希望のプレ
ゼント
（5）
上記テーマへのご意見、
おふたいむへの感想を
記入して、
メールもしくははがきでお送りください。
8/11（火）当日消印有効。
※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせ
ていただきます。

地下鉄・市バスに関する、とっておきの情報をご紹介するコーナー。
今回は交通局の取り組み「バスの駅」に関する豆知識もお届けします。

九条車庫前

19・58・71・特 71・78・84・88・202・
快速 202・205・快速 205・207・208 号系統

「バスの駅」は、狭い歩道に多くの乗客

〒604-8823 京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内「おふたいむ」編集室宛

が待っているバス停の環境改善を図るた
めにはじまった事業です。九条車庫前の

☎ 075-322-3717（土・日曜、祝日休業）
fax 075-322-3719
e-mail hidemi@gold.ocn.ne.jp

場合は 2015 年に、市バス九条営業所
の建て替えに伴い、バス待ちスペースが
誕生し、ゆったりとバスを待つことができ

市バス・地下鉄に関するお問い合わせは

下記の市バス・地下鉄案内所まで
ナビダイヤル

京都市内で

0570-666-846

お住まいの
確保にお困りの

ご高齢の皆様へ

すこやか住宅ネット

答え

問１ ア

るようになりました。

ご高齢の入居をサポート！
すこやか賃貸住宅登録制度
◆大家さんに立ち退きをせまられている

◆収入にあった部屋を探したい…など

にお任せください！

住替え先がなかなか見つからない場合、高齢である
ことを理由に入居を拒まない
「すこやか賃貸住宅」
や
高齢者の住まい探しをサポートする
「すこやか賃貸住
宅協力店」
をご紹介します。
お気軽にご相談ください。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、不動産団体、福祉団体、市役
所の3者が連携して取組んでいます。

ホームページでもご覧いただけます
すこやか住宅ネット

問２ ウ 問 3 円仁

一人暮らしでも安心！
定期的な見守り支援

相談にも
乗ってもらえ
とても安心
低廉なお住まいと定期的な見守りをセットでご提
供。見守りがあることで、独居でも家を借りやすくな
ります。
その他、暮らしのお困り事の相談もどうぞ。
対象者

原則65歳以上の一人暮らし等で、見守りの支援を必要とし、
住替えを希望される方
（実施地域が限定されています）

見守りサービス 家賃・共益費等の他に、市民税課税の方は1,500円／月
（市民税非課税の方は0円）
の見守りサービス利用料が別途必要です。
利用料

詳しくは

京都市 都市計画局
住宅室 住宅政策課

☎075-222-3666

「おふたいむ」
は市バス車内、
地下鉄駅構内、
市バス・地下鉄案内所などで配布しています。
また、
交通局HPでもご覧いただけます。

