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老舗でお買い物

商店街で楽しむ

二條陣屋
☎075・841・0972　
京都市中京区三坊大宮町137
10：00～18：00（最終受付15：00）　水曜休　
見学は要予約、高校生以上に限る　
一般1000円、高校生800円　http://nijyojinya.net/

N I JO - J INYA

初心者にもおすすめの茶の湯体験

　裏千家教授の資格を
持つランディーチャネル
宗榮さんによる指導のも
と、茶道体験3500円（2
名以上、要予約）ができ
る。先生のお点前を見て
季節の和菓子と薄茶を
いただいたり、自らお茶
を点てたりと、茶道に親
しみ学ぶ時間を。

らん布袋
RAN HOTE I

☎無　京都市中京区上瓦町64　11：30～20：00、金曜～23：00、
土・日曜11：00～　木曜休　https://ranhotei.com/

京町家の工房で友禅染を体験

　友禅染の老舗による京
町家を改装したアトリエ
ショップ。ハンカチや扇子
など好きなものを選び、
摺込友禅で絵柄を染め
る京友禅入門コース1300
円～をはじめ、Tシャツや
浴衣を作る本格的なもの
まで、多彩な体験コースを
用意する。要予約。

丸益西村屋
MARUMASU  N I SH IMURAYA

☎075・211・3273　京都市中京区小川通御池下ル壺屋町446
9：00～17：00（体験受付）、町家ショップは～18：00　無休
http://www.marumasu-nishimuraya.co.jp/

黄金に輝く鳥居をくぐり参拝

　鉱山・鉱物の神で金
属全般にご利益がある
とされる金山毘古神を
祀り、近年は特に金運
上昇を願い多くの参拝
客が訪れる。社殿の奥
にある大きなイチョウ
の木がご神木であるこ
とから、イチョウの形
の絵馬が奉納される。

御金神社
MIKANE  SHR INE

☎075・222・2062　京都市中京区西洞院通押小路下ル押西洞院町614
授与所10：00～18：00　無休　境内自由

世界で1枚の色鮮やかな絞り染めを

　几帳や額といった絞
り染めによる作品を展
示する美術館。シルクの
スカーフを美しく染め上
げる板締め絞りスカーフ
制作3000円など、初心
者から気軽に挑戦でき
る体験も開催する。自分
だけの1枚を旅の思い出
に持ち帰って。

京都絞り工芸館
KYOTO  SH IBOR I  MUSEUM

☎075・221・4252　京都市中京区油小路通御池南入ル式阿弥町127　
9：00～17：00　不定休　http://shibori.jp/

　着物布や綿紐を竹軸
に巻き重ねてつくる伝統
工芸品・京こまの工房。
職人が一つひとつ手作
業で仕上げる美しいこ
まは、おもちゃや縁起も
のとして親しまれてい
る。京こま作りの見学
や、制作体験25 0 0円
（要予約）もできる。

雀休
JAKKYU

☎075・811・2281　京都市中京区神泉苑町1
11：00～18：00　月・火曜休　http://www.shinise.ne.jp/jakkyu/

京こま作りを受け継ぐ唯一の工房 龍馬が妻への伝言を刻んだ榎の木

　平安時代初期に創祀
された後、藤原武信が
厚く信仰したことから武
信稲荷と呼ばれるよう
に。幕末に身を隠してい
た坂本龍馬が妻・おりょ
うへの伝言を境内の御
神木の榎に刻み、再会
を果たしたという逸話で
も知られる。

武信稲荷神社
TAKENOBU INAR I  SHR INE

☎075・841・3023　京都市中京区今新在家西町38
授与所9：00～18：00　無休　境内自由　http://takenobuinari.jp/

華やかな西陣織に包む香りのお土産

　天然香木をブレンドす
るオリジナルの香りを手
作りの細工物に詰めた、
におい袋の店。葉付侘
助3564円といった季節
の花や金魚など多彩な
モチーフが並ぶ。2時間
前までに予約をすれば、
におい袋の手作り体験も
できる。2400円～

におい袋 ゆりの
NIO IBUKURO  YUR INO

☎075・213・5736　京都市中京区西洞院通御池下ル三坊西洞院町560-3
10：00～18：00　不定休

手漉きでオリジナルの和紙づくり

　ぽち袋や天然香木の
包み香（8個）各1296円
など、多彩な和紙小物
を扱う専門店。人気の
紙漉き体験540円（2日
前までに要予約）では、
自ら手漉きし、彩色した
り絵を描いたりして仕上
げた和紙を、その日に持
ち帰ることができる。

和詩倶楽部
WASH I  CLUB

☎075・213・1477　京都市中京区油小路通二条上ル薬屋町593
10：00～18：00　無休（紙漉きは月曜休）　http://www.washiclub.jp/

文 化 体 験
旅の思い出に、京の文化に触れてみよう。
伝統工芸士からレクチャーを受けられる体験
などはワンランク上の旅を演出してくれるはず。
また、ご利益スポットのお詣りもお忘れなく。

京都の伝統工芸・蒔絵を体験

　伝統工芸士である蒔
絵職人の指導のもと、オ
リジナルのお箸やお椀
が制作できる。お箸2000
円は金色粉を使った蒔
絵で、お椀3000円は五
色の色漆で文様を描き、
優美な仕上がりに。2名
以上で前日までに要予約
（中学生以上）。

蒔絵 梅仙
MAKIE  BA I SEN

☎075・221・6062　京都市中京区夷川通堀川東入ル西夷川町557-1
10：00～17：00　不定休

二条城周辺散策MAP

二条城周辺地域活性化協議会

見て、食べて、買う
てくてくお散歩

　政治の中枢が幕府に移った江戸時代も、京都
には数多くの大名屋敷が甍を並べた。一方、屋敷
を置く余裕がない小藩は他所に宿を借り、米両
替商を営んだ二條陣屋は、幕府の出先機関だっ
た二条城に程近いことから、大名らの逗留先に
選ばれた。大名が起居した大広間など意匠を凝
らした建築造作はもちろん、客人の身を守るため
に設けた武者隠しなどの仕掛けも見どころ。

もっと楽しむ！
くるりコラム1

大名の常宿は繊細で優美な数奇屋造り

※本マップに掲載されている情報は
2016年10月末現在のものです。
※料金や営業時間などの各データは、
季節や日時の経過により変わる場合が
ありますのでご注意ください。
※掲載されている価格は特別な表記がな
い場合、8％の税込み価格となっています。
※お盆、年末年始の休みは通常と異なる
場合がありますので、各掲載店へお問い
合わせください。

〈凡例〉

コラム監修／渡邊忠司（佛教大学）



格式ある邸宅で寛ぎのひと時を

　築120余年の町家を活かし
た風情ある空間で、季節の京
食材を使った創作料理が楽し
める。なかでも旬の味覚が弁
当箱に盛り付けられた京のふ
ろしき行燈弁当1650円が好
評。庭園が眺められる掘り炬
燵席など多彩な空間も魅力。

喜Bun上Jo
KIBUNJOJO

☎075・468・1777　京都市中京区黒門通御池下ル大文字町237
11：30～14：00（LO）、17：30～23：00（LO／22：30）　火曜休

ごはんがすすむおばんざいランチを

　昭和25（1950）年の創業以
来、地元で親しまれる惣菜
店。持ち帰りで惣菜を量り売
りするほか、メイン1品とおば
んざい3品を選びイートインで
きるお昼ごはん840円や、お
酒が楽しめる夜の営業もある
ので立ち寄ってみて。

京の惣菜 あだち
KYONOSOZA I  ADACH I

☎075・841・4156　京都市上京区丸太町通千本東入ル中務町491-24
ランチ12：00～14：00（LO）　テイクアウト14：30～18：30　
ディナー18：30～22：00（LO／21：00）　日曜、祝日休

国産原材料を使った手作りの飴

　高級な白双目糖とさらし水
飴を使い、地釜で炊き上げる
手作り京飴の店。約120年の
歴史をもち、自然な甘さが広
がる和の飴特有の味わいに
お馴染みさんも数多い。抹茶
や黒ゴマなど9種が入った「御
所の石」365円がおすすめ。
☎075・441・6610　京都市上京区下立売通小川西入ル西大路町141
8：30～17：00頃、土曜～16：00　日曜、祝日休　
http://www.gosyonoishihonpo.com

京の飴 いしざき
KYONOAME  I SH I ZAK I

蒸したて赤飯で小腹を満たして

　創業明治8（1875）年、「赤
飯はナルミ」と言われる老
舗。大粒の丹波大納言小豆を
用い、大型の特製セイロで蒸
し上げた赤飯はもっちりつや
つや。赤ダシ付きの赤飯セッ
ト508円や和菓子が楽しめる
イートイン席もスタンバイ。

鳴海餅本店
NARUMIMOCH I

☎075・841・3080　京都市上京区堀川通下立売西南角西橋詰町283
8：30～17：30、イートイン9：30～16：00（LO／15：30）　不定休（繁忙期の土・日
曜、祝日はイートイン席は休）　イートイン可　http://www.narumi-mochi.jp/

香りも見た目も楽しめる可愛いお香

　創業180余年、江戸末期から
の香老舗。こだわりの原材料を
使い六代目店主の手作業で仕
上がるお香は、どれも繊細。二
条城梅だより（10枚入）864円が
人気で、二条城の梅林で採れ
た梅の実を使っている。他に、
梅の文香や匂い袋もある。

林龍昇堂
HAYASH IRYUSHODO

☎075・221・2874　京都市中京区三条通堀川東入ル橋東詰町15
9：00～19：00　日曜休　http://hayashi-ryushodo.com/

一子相伝の技で作る極上京漬物

　大正3（1914）年創業、秘伝の
レシピを受け継いだ三代目店
主が1人で作る京野菜の漬物
で知られる。なかでも11～3月
の千枚漬1080円～はその日に
出来たものだけを販売する売
切れ必至の極上品。数量限定
なので予約がベター。

下阪老舗
SHIMOSAKA  SH IN I SE

☎075・821・4649　京都市中京区西ノ京職司町10-1
10：00～18：00　不定休

黄金色に輝く栗納豆をお土産に

　大粒の実と豊かな甘さが特
徴の厳選された国産の栗を
様 な々銘菓で楽しませてくれる
大正期創業の栗菓子本舗。な
かでも名物は栗ひと粒をその
まま蜜漬けにした栗納豆・金の
実。10個入り2484円だが、1個か
らでも量り売りで購入できる。

京都くりや
KYOTO  KUR I YA

☎075・231・4564　京都市中京区丸太町通油小路西入ル大文字町
42-4　8：00～20：00　日曜、祝日10：00～15：00　無休

小
龍
包
は
必
食
！

本
格
中
華
を
気
軽
に

　本格中華をお得に味わえる
ランチ864円が評判。＋200円
でセットにできる小龍包は、京
都を代表する創作中華［一之
船入］の魏禧之氏が忘れられ
ない味を再現したもの。上海
出身の点心師が注文ごとに仕
上げる自慢の一品をぜひ。

魏飯夷堂
GIHANEB I SUDO

☎075・841・8071　
京都市中京区三条通
堀川西入ル橋西町661
11：30～14：00（LO）、
17：30～21：00（LO）　
火曜休、他不定休有
http://gihanebisudo.com/

ビギナーにも優しい町家の手芸店

　色とりどりの手編み糸を中
心に手芸雑貨を販売。初心者
が挑戦しやすいオリジナルの
手芸キットも豊富で、達人ス
タッフが丁寧にサポートしてく
れるのも嬉しい。季節小物や
手編みのワークショップも随
時開催している。

イトコバコ
ITOKOBACO

☎075・822・0011　京都市上京区主税町1071
11：00～19：00　木曜、祝日休　http://itokobaco.com/

栗の豊かな風味が楽しめる和菓子

　大粒の栗を伝統の製法で
蜜漬けにした代表銘菓・栗阿
彌（4個入）1080円や焼き栗き
んとんなど、選りすぐりの栗を
使った和菓子が揃う。素材の
風味を活かしつつ上品な甘さ
に仕上げる京都らしい一品は、
お土産にもおすすめ。

京菓匠 栗阿彌
御池本店
KYOKASHO RITSUAMI OIKEHONTEN

☎075・253・0234　京都市中京区御池通油小路西入ル式阿弥町137-6　
9：00～20：00　無休　http://ritsuami.com/

祇園祭ゆかりの和菓子をカフェで

　白味噌を炊いて求肥で包み
氷餅をまぶした名物の「祇園
ちご餅」一包み3本388円は、
あっさりとした口当たりと上品
な甘さが絶妙。併設されたカ
フェでは、祇園ちご餅2本と珈
琲のちご餅セット500円（抹茶
は＋100円）が味わえる。

京菓子 三條若狭屋
KYOGASH I  SANJO  WAKASAYA

☎075・841・1381　京都市中京区三条通堀川西入ル橋西町675
9：00～17：30　カフェは10：00～17：00　イートイン可　水曜休
http://www.wakasaya.jp/

上品な甘さの「不老泉」をぜひ

　創業以来約100年に渡り、
茶道・華道の家元にも愛され、
今の四代目まで伝統の技を継
承。手作りにこだわった生菓
子やお干菓子のほか、懐中し
るこ「不老泉（ふろうせん）」1
個216円や「やき栗」1個248円
～などの銘菓が多彩に揃う。

二條若狭屋
NIJO  WAKASAYA

☎075・231・0616　京都市中京区二条通小川東入ル西大黒町333-2　
8：00～18：00　日曜、祝日～17：00　無休
イートイン可　http://www.kyogashi.info/

麻100％のオリジナル品が一堂に

　ハンカチや鞄などの小物か
らシャツなどの衣類、麻生地
に至るまで約300アイテムが揃
う麻の百貨店。伝統的な技術
をもとに手染めされたオリジナ
ルスカーフ3240円～や手のひ
らサイズのポーチ1026円～は
お土産にも最適。

麻の館 麻小路
ASANOYAKATA  ASAKOJ I

☎075・841・5000　京都市中京区御池通堀川西入ル猪熊角最上町379-1
10：00～17：00　月曜休、他不定休有　http://www.asakoji.com/

価値ある日本刀・刀剣がココに

　世界に誇る美術品・日本
刀の専門店。鎌倉時代の古
刀からレプリカまで幅広い
品揃え。刀のお手入れ方法
も伝授してくれるので、購入
後も状態よく保てそう。真
剣10万円～、レプリカ1万
8000円～揃う。

藏屋はしもと
KURAYA  HASH IMOTO

☎075・811・4645　京都市中京区堀川通御池上ル池元町408-29
10：00～17：30　火・水曜休　http://www.kurayahashimoto.com/

地元で愛される町の洋食店

　西陣で40年以上親しまれ
る人気店。オーナーシェフ考
案のピネライス870円は、炒
飯・カツ・カレーの3種が一皿
に盛られた名物料理。ボ
リュームある洋食はどれもク
セになる味わいで、地元のリ
ピート客も多い。

キッチン ゴン
KITCHEN  GON

☎075・801・7563　京都市上京区下立売通大宮西入ル浮田町613 
カサボニータ1F　11：00～22：00（入店21：40）　水曜休

体も心も大満足の自然派ごはん

　築120年以上となる京町家
で味わえるのは、食材だけで
なく調味料も厳選し、発酵食
品を多く取り入れた体想いの
自然食。おばんざいプレート
1080円などメインが選べる定
食のほか、夜は立ち飲みもで
きる和酒バーに。

栞栞カフェ
SHIOR I SH IOR I  CAFE

☎075・221・6699　京都市中京区竹屋町通西洞院西入ル東竹屋町422
11：30～15：00、17：00～22：00　火曜休　http://www.obanzai-ichie.com/

全国にファンを持つカレーうどん

　とろとろに煮込んだ和牛の
すじ肉と、まろやかな辛さがよ
く合うすじカレーうどんが名
物。裏メニューのすじカレー
にゅうめん880円は常連客に
人気で、麺の細さに絡むスー
プが楽しめる。お得なサービ
スセットもおすすめ。

お食事処 やまびこ
OSYOKUJ IDOKORO  YAMAB IKO
お食事処 やまびこ
OSYOKUJ IDOKORO  YAMAB IKO

☎075・231・5477　京都市中京区丸太町通西洞院東入ル田中町122
11：30～14：45※売り切れ次第終了　土曜休　http://www.suji-curry.com/

家庭の温もりを感じる優しい味

　親子で営むアットホームな雰
囲気の小さな洋食店。親戚の農
園で採れた有機栽培野菜を使
い、素材の味を活かした洋食が
楽しめる。漁港直送の新鮮な魚
料理もおすすめ。ごはん、味噌汁
付きのエビクリームコロッケ1080
円は口の中でとろける逸品。

洋食屋
プラムクリーク
YOSHOKUYA  PLUMCREEK

☎075・822・0788　京都市上京区千本通二条下ル聚楽町858-3　
11：30～14：00（LO／13：30）、17：00～21：00（LO／20：30）　水・第2木曜休

厚さ4cmのまんまるパンケーキ

　かき氷と人気を二分するの
は、国産厳選食材を使うパン
ケーキ。プレーンや練乳ミルク
の白などがあり、定番や季節
で変わるトッピングの味わいと
好みで選ぶスタイル。もっちり
食感と卵の風味がふわり。お
すすめは愛媛産檸檬810円。

雪ノ下 京都本店
YUKINOSH ITA  KYOTOHONTEN

☎075・201・7318　京都市中京区三条通油小路東入ル三条油小路町
145-1 2F　10：00～18：00（LO／17：20）　土曜～19：00（LO／18：
20）　月曜休（祝日の場合は翌日）　http://yukinositakyoto.net/

温もり感じるレトロ喫茶でほっこり

　どこか懐かしい雰囲気が漂
う、開店から40年を超える喫
茶店。人気メニューのカレー
650円は、淡路の玉ネギを
たっぷり使用した少し辛めの
家庭的な味。生卵や目玉焼
き、チーズやコロッケなどトッ
ピングが豊富なのも嬉しい。

喫茶チロル
KISSA  CH IRORU

☎075・821・3031　京都市中京区門前町539-3（御池通神泉苑東北角）
6：30～17：00　日曜、祝日休　http://tyrol.favy.jp/

充実メニューの京野菜ビュッフェ

　［京野菜 かね正］が運営
する大学内のレストラン。一席
90分制のビュッフェでは昼
1300円～、夜1500円で、朝採
れの京野菜を使うサラダやお
ばんざいが楽しめる。果物を
ふんだんに使うデザートや自
家製天然酵母パンも人気。

Tawawa 二条店
TAWAWA  N I JOTEN

☎075・813・8310　京都市中京区西ノ京朱雀町1 立命館大学朱雀キャ
ンパス7F　11：00～14：00（LO）　18：00～21：00（LO／20：00）
不定休（貸切パーティの場合は休）　http://www.kyo-tawawa.co.jp/

具材の風味豊かな炊きたて釜飯

一華
ICHIHANA

　鰹のきいたダシで炊く釜飯
が評判の割烹。人気の五目
釜飯1000円や海鮮バター、パ
エリア風といった定番に旬の
味覚を使う季節替わりも含め
10種を用意する。造りや天ぷ
らがセットになった全7品のラ
ンチコース1940円も。
☎075・754・8827　
京都市中京区油小路通押小路西入ル二条油小路町264-1　
12：00～15：00（LO）、17：00～21：30（LO）　日曜休

居心地のいい、雨をイメージした空間

　路地裏にひっそり佇む、隠
れ家のような町家カフェ。落
ち着いた雰囲気の店内では、
クロックマダム864円をはじめ
種類豊富なトーストや、レンゲ
のハチミツがたっぷりかかっ
たホットケーキ（S1枚350円、
W2枚700円）が楽しめる。

雨林舎
URINSHA

☎075・822・6281　京都市中京区西ノ京小倉町22-12
12：00～19：30　月・火曜休　http://www.geocities.jp/urinsya/

野菜×スパイスの愛されカレー

　出張カレーの人気店による
実店舗。季節限定を含め約10
種あるメニューは、特選キー
マほうれん草と長期成熟鶏チ
キンカレーの合いがけ1000円
など、ハーフ＆ハーフでも味わ
える。2Ｆでは陶芸作家の鉢入
りの植物を販売。

森林食堂
SHINR INSYOKUDO

☎075・202・6665　京都市中京区西ノ京内畑町24-4
11：30～22：00　不定休　http://shinrin-syokudo.com/

驚愕の演出に行列をなすラーメン店

　熱したネギ油を器に注ぎ目
の前で火柱が上がる、ネギ
ラーメン1250円の仕上げが話
題に。炙ることで甘みの増し
た九条ネギ、ショウガと山椒
が香るあっさりとした醤油
スープ、とろけるチャーシュー
が絶妙な味わい。

めん馬鹿一代
MENBAKA ICH IDA I

☎075・812・5818　
京都市上京区丸太町通智恵光院東入ル南伊勢屋町757-2　
11：30～14：15、18：00～23：00　火曜休　http://www.fireramen.com/

「コロナ」の玉子サンドがココに

　50年来、地元に愛された
「喫茶セブン」を受け継ぐ
店。甘めの味付けがどこか懐
かしい鉄板ナポリタン880円と
「洋食店コロナ」のふわっふ
わの玉子サンドを再現したコ
ロナの玉子サンドイッチ680円
が2大看板メニュー。

喫茶 l a  mad r a g u e
KISSA  MADRAGUE

☎075・744・0067　京都市中京区押小路通釜座西入ル上松屋町706-5
11：30～22：00（LO／21：00）　日曜休　http://madrague.info/

和と洋2つの顔を持つレストラン

　平日夜と週末はシェフが肩
肘張らない本格フレンチを、平
日昼はシェフの両親がだしの
香るうどんを提供する店。甘ぎ
つねにホッとするきつねうどん
650円、季節の魚介がのった小
ちらし寿司350円で先々代から
受け継ぐ味を楽しんで。

阿さひ e t  R i v e  g a u c h e阿さひ e t  R i v e  g a u c h e
ASAH I  ET  R I VE  GAUCHE

☎075・841・9912　京都市上京区千本通丸太町上ル東側小山町871
［うどん あさひ］11：30～15：00　土・日曜、祝日休　［フレンチレストラン リヴ
・ゴォシュ］17：30～22：00　11：30～15：00（土・日曜、祝日のみ昼営業有、
コース料理のみ、要予約）　http://www.eonet.ne.jp/̃rivegauche/

気軽に立ち寄りたい隠れ家的一軒

　路地奥の古民家を改装した
コーヒースタンド。豆は神戸
［萩原珈琲］から仕入れ、酸
味控えめのエチオピア430円
など全体的にすっきりと飲み
やすいものが揃う。ホットサン
ドや焼き菓子といったコー
ヒーに合う一品も充実。

珈琲 二条小屋
COFFEE  N I JOKOYA

☎090・6063・6219　京都市中京区最上町382-3
11：00～20：00　火曜休　Facebook／二条小屋で検索

老舗茶舗のショップ＆和カフェ

　茶道各家元も御用達の創
業300年以上となる宇治茶の
老舗。上質な抹茶や茶葉の
ほか気軽に使える、まいるど
煎茶「初みどり」ポットバッグ
（10個入）袋1026円、抹茶菓
子なども扱う。プロが点てた
お茶を味わえる茶房も併設。

丸久小山園 西洞院店
MARUKYUKOYAMAEN  N I SH INOTO INTEN

☎075・223・0909　京都市中京区西洞院通御池下ル西側三坊西洞院
町５６１　9：30～18：00、茶房は10：30～17：00（LO）　水曜休（祝日
の場合は営業）　http://www.marukyu-koyamaen.co.jp/

京の名水で仕込む伝統の味わい

　伏見を除いた京都市内で続
く数少ない酒蔵のひとつ。代
表銘柄の「聚楽第」（純米大
吟醸720ml）3240円など、京料
理に合う辛口の日本酒を中心
に長年親しまれている。店内で
試飲・購入もできるのでぜひ現
地へ足を運んでみて。

佐々木酒造
SASAK I SYUZO

☎075・841・8106　京都市上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町727　
10：00～17：00　日曜、祝日休　http://jurakudai.com/

老舗選りすぐりの上質な油を

　約200年の歴史を誇る油の
専門店。長年愛される玉締め
しぼりごま油（450g）1188円や
イタリア直輸入のオレンジオ
リーブオイル（250ml）2700円と
いった食用油をはじめ、髪の
お手入れ用の椿油など、質の
高い多彩な品が揃う。

山中油店
YAMANAKAABURATEN

☎075・841・8537　京都市上京区下立売通智恵光院西入ル下丸屋町
508　8：30～17：00　日曜、祝日休　http://www.yoil.co.jp/

一子相伝で受継がれる歴史ある佃煮

　かつて武士の道中食だった
イワシの佃煮、鈍刀煮1本300
円は、錆びた刀に似ていること
から命名されたという。老舗の
名店で腕を振るった店主が、
味を守り今に伝え、ごはんやお
酒のお供にぴったり。店内で
ゆっくり味見もできる。

佃煮ふりかけ
京の六味
TSUKUDANIFURIKAKE KYONOROKUMI

☎075・231・1125　京都市中京区押小路通新町西入ル上松屋町709-5
11：00～17：00　不定休　http://www.rokumi.com/

大正元年創業の手作り駄菓子の数々

　「泥棒してでも食べたいほ
ど美味しい」ことから命名さ
れた黒糖菓子のどろぼう450
円を筆頭に、ここでしか売ら
れていないオリジナルの駄菓
子が並ぶ。昔ながらの製法と
材料で手作りする素朴な味
は、年齢問わず人気。

格子家
KOHSH IYA

☎075・841・4464　京都市中京区大宮通押小路角市之町180
10：00～18：00　不定休　http://www.koushiya.com/

グルメ
誰もが気になるご当地グルメ。

京都らしい和のランチや地元人が通う
新旧グルメなど話題のお店をピックアップ。
散策途中に立ち寄れるカフェも要チェック。

商店街を楽しむ
&

地元人の生活を支えている商店街には、
新旧の魅力が隠されている。古くから愛され
る名店の逸品や、若い店主が頑張るニューシ
ョップなど、地元っこ気分で楽しもう。

ショッピング
街歩きをしながら楽しむお土産選び。
刀などのマニアックな雑貨やグルメなど、
個性的なお店が揃う二条城周辺で
グッドセンスなギフトを見つけよう。

京都三条会商店街とは

　約800mのアーケードに

約180店舗がひしめき合う

大正3年から続く［京都三条

会商店街］。当時この場所

は東海道や中山道につなが

る街道で、洛中と洛外をつ

なぐ重要な拠点だった。今も

「365日晴れの街」として、

地元人で賑わっている。

朝
綱
の
新
鮮
魚
介
が
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と
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　新鮮な魚介を毎日50種以
上仕入れ、手頃な価格で提供
する居酒屋。壁一面に貼られ
たメニュー350円～の他、その
日揃う魚から好きなものを選
び料理のリクエストもできる。11
時からの営業なのでふらりと立
ち寄って昼酒もおすすめ。

☎075・841・8645　
京都市中京区西ノ京
池ノ内町7-11
11：00～23：30（LO／23：00）
月曜休
http://amitatu.com/yatai/

海鮮屋台 あみたつ
KAISENYATA I  AM ITATSU

食
欲
そ
そ
る

本
格
派
麻
婆
豆
腐

　中国、タイ、日本など様々な
国の味が楽しめるのが店名の
由来。ハーブやスパイスの利
いた体温まる料理が豊富で、
コクと辛さが絶妙な粗挽き豚
ミンチたっぷりの麻婆豆腐が
看板メニュー。昼なら定食972
円でお得に味わえる。

☎075・468・1125　
京都市中京区壬生馬場町11-11
11：30～21：30（LO）　
日曜、祝日～20：30（LO）　
火・第1水曜休
http://yorozusyokudou.tumblr.com/

ヨロズ食堂
YOROZU  SYOKUDO

　ヴィンテージ風のインテリア
を配した温かみある空間で
ゆったり過ごせるカフェ。自家
製サラミを使う辛いピザ1080
円といったフードや、姉妹店
［clamp coffee］で焙煎した
コーヒー、［さらさ御供焼菓子
工房］のケーキなどが揃う。

☎075・811・0221　
京都市中京区三条通
猪熊西入ル御供町309
11：30～23：30
（フードLO／23：00）
毎月最終水曜休
http://cafe-sarasa.com/shop_3/

さらさ3
SARASA3

商
店
街
の
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に
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隠
れ
家
的
空
間
へ

　石臼で挽いたばかりの全粒
粉を使ったパンがズラリ。い
ずれも小麦の風味が濃厚で、
もっちりとした食感があと引く
美味しさ。全粒粉100％食パン
1本648円や全粒粉50％をブ
レンドしたバターロール134円
が定番人気。

☎075・821・9355　
京都市中京区三条通
神泉苑西入ル今新在家西町19
10：00～19：00　
水・第1・3火曜休
イートイン不可
http://panscape-kyoto.jp/

小
麦
が
香
る

挽
き
た
て
の

全
粒
粉
パ
ン

pan s c a p e
PANSCAPE

挽
き
た
て

本
格
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に

　熱風式で自家焙煎した豆を
注文後に挽いて一杯ずつド
リップ。香り高い本格コーヒー
ながら、ハウスブレンド300円と
手頃な価格。コーヒー味のクッ
キー生地が絶妙なカフェ
シュークリーム200円などス
イーツも充実している。

☎075・432・7339　
京都市中京区西ノ京池ノ内町8-6
8：00～19：00　
土曜、祝日9：00～　
日曜休、他不定休有
Facebook／Ireru teramachiで検索

I r e r u
IRERU

カ
ジ
ュ
ア
ル
に

楽
し
む
本
格
鰻
料
理

　鰻料理と和食の店を象徴す
るランチメニュー、う飯重1500
円が人気。一の重には旬食材
の炊合せなど季節の逸品、二
の重には鰻ごはんが入る2段
重は、鰻職人として15年間修業
した店主の手腕に驚かされる。
＋200円でデザート付きに。

☎075・823・0033　
京都市中京区三条通
大宮西入ル上瓦町58
11：30～14：00（LO）　
18：00～21：00（LO）　
水曜休　http://usuya.net/

碓屋
USUYA

京都  かみんぐ
KYOTO  COMING

和
グ
ッ
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に
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　「懐かしくて新しい」をコン
セプトに日常に馴染む和の
ペーパーアイテムを販売。700
点以上のぽち袋（5枚入270円
～）をはじめ、すべて異なる鳥
獣戯画が描かれた文香2700円
（12枚入）や、お祝い袋など目
移りしそうな品揃え。

☎075・811・6869　
京都市中京区壬生
馬場町1-7 三条マンション1F
8：30～19：00　
日曜、祝日休　
http://kyoto-coming.shop-pro.jp/

ミートショップ ヒロ
MEATSHOP  H IRO

肉
の
プ
ロ
に
よ
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旨
み
溢
れ
る
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品

　味と鮮度を追求し、一頭買
いにこだわり続ける精肉専門
店。ジューシーなメンチカツ
160円や、国産牛のスライス
をたっぷりサンドしたヒロ
バーガー420円など、上質な
肉を活かしたテイクアウトメ
ニューが揃う。

☎075・811・4129　
京都市中京区壬生朱雀町2-10
9：00～19：00
無休　イートイン不可
http://www.meatshop-hiro.com/

矢野自作園
YANOJ I SAKUEN

宇
治
銘
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　焙じたてのほうじ茶が定評
のこちらのもう一つのおすす
めは、昭和30年（1955）から始
めた抹茶ソフトクリーム。当時
と同じ製法で作るグリーンソ
フト180円は、甘さ控えめでク
リアな抹茶の味が楽しめる。
販売は4～11月。

☎075・841・2567　
京都市中京区壬生馬場町10
9：30～18：30　日曜10：00～　
不定休　
イートイン不可　
http://www.yanojisakuen.com/

東町奉行所 京都市中京区押小路通神泉苑西入ル南側

西町奉行所 京都市中京区押小路千本北東角

　時代劇によく登場する奉行所は江戸のほか、
大坂や京都などにも置かれた。京都の奉行所は
二条城南の東町と、西の西町が隔月交代で番を
務め、京都所司代の下で市中の行政全般を束
ねた。どちらの奉行所にもそれぞれ与力20騎・
同心50人が配置されていたが、実務は町衆に頼
るところが多かったそうだ。
　『鬼平犯科帳』の主人公、長谷川宣以（平蔵）の
父が西町奉行を務めていたことでも知られる。

屋敷の広さは約9千坪

京都所司代
京都市中京区猪熊通丸太町下ル

KYOTO  SYOSH IDA I

もっと楽しむ！
くるりコラム4

　二条城の北側には江戸時代、約
9千坪に及ぶ京都所司代の屋敷が
広がっていた。所司代は朝廷や西
国大名の監視、近畿8ヶ国の訴訟処
理などを担い、後に幕府要職を占め
る譜代大名がその職に就いた。

　明治維新後、屋敷の跡地には国
内最古の旧制中学、京都一中が設
立され、新しい社会を築く優秀な
人材を数多く輩出。屋敷があったこ
とは現在、猪熊通りの石碑のみが
物語っている。

祇園祭発祥にかかわる社
もっと楽しむ！
くるりコラム5

　全長800mに及ぶ京都三条会商
店街の一角にひっそりとたたずむ、
又旅社は［八坂神社］の境外末社。
祇園祭に深くかかわっており、7月24
日の還幸祭では祭神をのせた神輿
3基が各氏子町を巡った後、同社に

奉安され、神饌が供えられる。
　商店街は神輿の担ぎ手となる「三
条台若中」を受け継いでおり、祇園
祭のクライマックスとも言える還幸
祭は京都の町衆のつながりの深さ
を物語る一場面となっている。

又旅社（御供社）
☎075・561・6155（八坂神社）
京都市中京区三条通黒門西入ル御供町（京都三条会商店街内）　境内自由

MATATAB I SYA

鬼平の父も務めた町奉行

もっと楽しむ！
くるりコラム3

http://sanjokai.kyoto.jp/

神泉苑
☎075・821・1466　
京都市中京区御池通神泉苑町東入ル門前町166　
8：30～20：00　無休　境内自由
http://www.shinsenen.org/

SH INSENEN

　茶の湯や酒、豆腐など1200年にわたる京都
の文化を支えてきたのは、周辺の山々から流
れ込む豊富で良質な地下水だった。中でも神
泉苑は、京都の水を語る上で外せない場所。
水にまつわるエピソードに事欠かない。
　神泉苑は平安遷都とほぼ同時期、大内裏に
隣接して造営されたとされ、地下水脈から湧
き出したとみられる池と庭園を有する禁苑
だった。池には龍神（善女龍王）が住むと伝わ
り、弘法大師・空海が雨乞いを修したほか、祇
園祭は神泉苑から八坂神社に神輿を送る御
霊会が発祥とされる。清潔な水が得られず、
疫病が流行した当時、枯れることがない神泉
苑の池はまさしく神の泉だったのだろう。
　江戸時代の二条城造営の際に境内地が取り
込まれ、水源の一部が堀の水に利用された。
　現在の神泉苑には大きな池が残されてお
り、願いを念じて法成橋を渡り、善女龍王社
へ詣ると願いが叶うそうだ。

京の水を象徴する神泉苑

もっと楽しむ！
くるりコラム2

歴史ある京都に、代々受け継がれている技と味。
江戸、明治、大正時代創業の100年以上続く
お店をセレクト。先人たちも愛した匠の技が

光る逸品を買いに行こう。

老舗でお買い物


