千本丸太町（北行き）バス停
206 大徳寺・北大路バスターミナル行き

栗阿彌
9:00-18:00 無休

ホルモン丸
シメのテールラーメンが絶品の焼肉屋さん

[ 平日] 8:00-20:00 [土日祝 ] 8:00-19:00 不定休
ハード系のパンが多いが、

もっちり美味しく、種類も豊富

ラ・モワッソン

あさひ et Rive gauche

藏や
藏や
聚楽第橘
聚楽第北

平日の昼はうどん屋、

藏や
藏や
聚楽第桜
聚楽第南

うどん屋あさひ 平日

11:30-15:00

リヴ・ゴォシュ 平日

17:30-22:00

ローソンストア 100

京都千丸しゃかりき

24 時間 無休

11:00-24:30 無休

生鮮食品も購入可能な 24 時間営業のコンビニ

7:30-19:00 月休

店名にもなっている栗阿彌が有名な京都の和菓子屋さん

17:30-23:00 (L.O. 22:30) 木休

コネルヤ

平日の夜・土日はフレンチレストランになるお店。不定休

土日ランチ

ローソン
24 時間 無休

京都で人気のつけ麺屋さん

朝から営業しており、

24 時間営業のコンビニ

京の惣菜 あだち
[Lunch] 12:00-14:30 [Dinner] 18:30-22:00 (L.O. 21:00) 日/ 祝休

ミニストップ

朝食におすすめのパン屋さん

11:30-15:00（コース料理のみ、要予約）

土日ディナー 17:30-22:00

京のおばんざいを楽しむことが出来るお店

24 時間 無休

24 時間営業のコンビニ

まる福
[Lunch] 11:30-14:00 [Dinner] 18:00-21:00 水 / 日/ 祝休
お昼にも夜ご飯にも使える定食屋さん

千本丸太町（南行き）バス停
206 京都駅行き

ヤマザキコーヒー
[ 平日] 8:00-20:00 [土 / 祝日 ] 9:00-18:00 日休
朝食セットがある落ち着いた雰囲気のカフェ

京都聚楽郵便局
9:00-17:00 土 / 日/ 祝休

crème×plus
10:30-21:00 不定休

美味しいコーヒーとスイーツがある小さなカフェ

そば処・志な乃
11:00-21:00 月休

セブンイレブン

地元に根付いた昔ながらのお蕎麦屋さん

24 時間 無休

二条城

24 時間営業のコンビニ

8:45-16:00 年末年始

洋食屋プラムクリーク
[Lunch] 11:30-14:00 [Dinner] 17:00-21:00 水 / 第 2 木休

アーバンホテル京都二条プレミアム

世界遺産にも登録されている平城

落ち着いた雰囲気の洋食屋さん

6:30-10:00 無休

ビュッフェスタイルでの朝食

cafe amuwa
10:00-18:00 水 / 日/ 祝休

クリニックの 1 階にある、自然派のカフェ

源八鮓
藏やから少し歩くと ︑

おいしいご飯やさんや

便 利なお店がたくさんあります︒

食べ歩き と散 歩が

大 好きなスタッフが

おすすめの場所をご紹介します︒

ご 近 所MAP

[ 月-水 ] 17:00-23:00 [ 金-日] 11:00-23:00 木休
地元の人に親しまれているお寿司屋さん

スギ薬局 二条店
10:00-22:00 無休

天下一品

お宿近くの薬局

11:00-27:00 12/31,1/1 休

ライフ 二条駅前店
9:00-24:00

関西圏で特に有名なこってりラーメン

無休

食料品や生活用品が揃う
スーパーマーケット

京都が大好きな

ご近所案内人

佐賀人です！

井原 久弥
( マネージャー )

さんきゅう
11:00-22:30 不定休

お寿司もお刺身も絶品のお店

李朝園
飲食

スーパー /
コンビニ

ショッピング

コイン
ランドリー

観光

11:00-21:30 不定休

韓国食材も購入可能な
韓国料理屋さん

おすすめ

地下鉄の場合、

朝ごはん
喫茶店
お酒が
飲める

京都駅からの直通電車なし。
レンタ
サイクル

コイン
パーキング

ATM

烏丸御池で乗り換え必要。

その他

市バス・京 都 バス１日乗車券
区間内 1 日乗り放 題 のお得なカード。
バス車 内で買えます。

大 人 500 円 / 小児 250 円

BiVi二条

さんきゅう

ヤマザキコーヒー

あだち

まる福

二条駅すぐの商業施設BiVi二条の中にあるお寿司屋さんです。

朝食におすすめのカフェです。
パンと飲み物の簡単なセット、

京都の家庭料理「おばんざい」を楽しむことが出来るお店です。

地元の人に長く愛され続けている人気の定食屋さんです。
海鮮

とても入りやすい雰囲気で、お子様連れでも安心です。
特に

パンケーキのセット等があり軽く済ませたい方にも、しっかり

ヘルシーで美味しいおばんざいがたくさんあり、季節の食材を美味

がメインのお店で、海鮮メニューがおすすめですが、お肉を

おすすめなのがお昼のサービスランチ! 季節ごとの旬なネタを

朝食を食べたい方にもおすすめです。
観光へ出かけられる前に

しく食べることが出来ます。
ランチの時間には好きなメインの

使ったメニューもあります。
ランチはしっかりと量があり、

お得な価格で楽しむことが出来ます。
お寿司はもちろんですが、

美味しい朝食でしっかり栄養補給されて下さい。
お宿から二条駅

おかずを 1 品、おばんざいを3 品選択できます。
お店はご家族で

おなか一杯になります。
とても人気のお店なのでお昼も夜も

お造りや海鮮料理もとても美味しく夜ご飯にもおすすめです。

までの間に位置していますので、チェックアウトされる日にも

運営されており、とてもアットホームな店内です。
夜にはお酒と

並ぶ可能性はあるのですが一度訪れてみて頂きたいお店です。

ご利用頂けます。店内は明るい雰囲気で、
ランチ利用も出来ます。

おばんざいでゆっくり夕食を楽しんで頂けます。

