ローソン

ファミリーマート

24 時間 無休

ロイヤルホスト

8 番出口より徒歩 7 分

24 時間 無休

24 時間営業のコンビニ

24 時間営業のコンビニ

セブンイレブン

フレスコ五条西洞院店

7:00-26:00 無休

24 時間 無休

24 時間 年末年始休

手軽なファミリーレストラン

24 時間営業のコンビニ

24 時間営業のスーパーマーケット

WANDERERS STAND

カフェワールド新町店

9:00-18:00 不定休

9:00-18:00 日 / 祝休

コーヒーとトーストのお店

MTRL Kyoto
[ 平日 ] 11:00-22:00 [ 土曜 ] 11:00-19:00 日 / 祝休
クリエイティブな作業をするのにぴったりの

朝食におすすめのお店

オープンな空間とサービス

セブンイレブン

矢尾定

24 時間 無休

[Lunch] 11:00-14:00(L.O.13:30)

24 時間営業のコンビニ

[Dinner] 17:30-21:00
（L.O.20:30）不定休

大宝
11:00-26:30 無休

西本願寺の隣にあるホテル聞法会館の地下にあるレストラン

豚骨ベースのラーメン店

白山湯 六条店
[ 平日 ] 15:00-24:00 [ 休日 ] 7:00-24:00 水休

西欧酒棲 六堀

土日祝日は朝風呂も可能。

[Lunch] 11:30-14:30 LO [Dinner] 18:00-20:30 LO

魚政

水 / 第 2・第 4 木休

本格的な洋食とワインのお店

龍華

京都ホテルオークラ

11:00-20:00 お盆 / 年末年始休

お店により異なる 無休

西本願寺の隣にあるホテル聞法会館の 1 階にある喫茶店

新鮮な魚介が頂ける和食屋さん

京料理店から中華料理店まで幅広いレストランが揃う

うどんや茶そばが食べられるお店

8:00-17:00(LO.16:00) 不定休

[Lunch] 11:30-13:30 [Dinner] 18:00-22:00 火休

招福亭

くつろぎ処 葉菜
[Lunch] 11:30-14:00 [Dinner] 17:30-23:00
日休 / ランチは土・日・祝休

藏や
西松屋町

美好園
9:00-17:00 日 / 祝休

こじんまりとした和食居酒屋

1872 年創業の宇治茶の老舗

吟醸らーめん久保田

東本願寺

[Lunch] 11:00-15:00
（L.O.14:30）

[Dinner] 18:00-23:00
（L.O.22:30） 無休
濃厚なみそ味のつけ麺店舗

[ 3 月-10 月 ] 5:50-17:30

[ 11 月-2 月 ] 6:20-16:30 無休

ポルボロン

浄土真宗
「真宗大谷派」
の本山

11:30-18:00 月休 / 不定休

美味しいランチとデザートが食べれるお店

西洞院正面 北行き ( バス停 )
50 千本北大路方面

73 洛西バスターミナル方面

西洞院正面 南行き ( バス停 )

西本願寺

50 京都駅方面

[ 夏 ] 5:30-18:00 [ 冬 ] 6:00-17:00 無休
浄土真宗
「本願寺派」
の本山

9 京都駅方面

Rauk 本店

柴楽カフェ

7:00-18:30 木休

10:00-21:00 不定休

西洞院通沿いにあるテイクアウト専門のパン屋さん

じゃぶじゃぶランド堀川
7:00-22:00 無休

夜にはクラフトビールも楽しめるお店

スイートマロンカフェ

ニューみよし

8:30-19:00 日 / 祝休

コインランドリー

金物店の 2 階にあるお店

17:30-24:00 無休

町家を改装した焼き肉屋さん

17:30-25:00 無休

京都駅からも近い大衆居酒屋

なか卯 七条新町店
24 時間 無休

気軽に食べられる牛丼屋

エビスク七条店

ヨドバシカメラ
9:30-22:00 無休

京都駅すぐそばの家電量販店

9:00-21:00 年末年始休

京都駅から近いスーパーマーケット

ご 近 所MAP

居酒屋ニューエビスノ

藏やから少し歩くと ︑

日休

貝料理と白ワインに特化したお店

おいしいご飯やさんや

17:00-25:00

便 利なお店がたくさんあります︒

ヘルシーなランチと美味しいデザートが楽しめるお店

貝と白ワインのバル Kakimaru

食べ歩き と散 歩が

11:30-20:30 年末年始休

大 好きなスタッフが

おすすめの場所をご紹介します︒

Saredo カフェ

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 )

ローソン
24 時間 無休

24 時間営業のコンビニ
飲食

市バス・京 都 バス１日乗車券

スーパー /
コンビニ

ショッピング

コイン
ランドリー

観光

レンタ
サイクル

コイン
パーキング

ATM

その他

おすすめ

区間内 1 日乗り放 題のお 得なカード。

朝ごはん

バス車 内で買えます。

喫茶店

大人 500 円 / 小児 250 円

お酒が
飲める

ポルボロン

WANDERERS STAND

Kakimaru

招福亭

住宅地の中にあるカフェポルボロン。
可愛い外観に目を引かれ

西洞院通りの通り沿いあるコーヒースタンドです。
シンプルな

オイスターバーですが、
牡蠣以外にも季節の美味しい貝とワインが

茶そばが名物のお店ですが、おうどんや丼物等もとても美味

ます。
カウンター席の奥にはテーブル席もあり、ゆっくりと

店内にはテーブル席もあり、軽 食を食べることもできます。

楽しめるお店です。
2階建ての店内で、1階にはカウンター席と

しく、セットメニューがおすすめです。2016 年にリニューアル

くつろぐことが出来ます。
どのメニューも優しい味付けで

コーヒーだけではなく、トーストメニューも充実しており、
朝9時

ミニテーブルの席、2階にはテーブル席があります。
軽めに食べて

オープンした店内はカウンター席、テーブル席どちらもあり

デザートまで楽しめます。18:00 まで営業されているので、

から営業されているので朝食にもぴったり。
甘党の方にはフレンチ

2 軒目に行くもよし、貝料理を堪能するのもよし。
その日の

お昼間は近くの会社員の方も多く訪れています。
関西名物の

遅めのランチや街歩き途中での休憩にもおすすめです。

トースト、
食事系がお好きな方にはピザトーストがおすすめです。

気分に合った楽しみ方ができるところもおすすめポイントです。

けいらんうどんも優しい味付けでぜひ食べて頂きたいメニューです。

