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飲食店マップ
伏見とは伏せる水、「伏水」から来て
います。実は京都盆地には地下に大
きな水瓶があり、この水が湧き出る地
が伏見なのです。かっては巨椋池とい
う大きな池もありました。この豊富な
水を生かして、この地では酒造業が
盛んになりました。本マップで紹介する
飲食店でも、おいしい水を活かしたメ
ニューがあるかもしれません。お楽しみ
いただければと思います。

㊿BEAVER

075-641-9195

2020年3月現在（一部を除く

協力：飲食店の方々、池田 大和、絹谷拓夢、大野 七海、松田 大知
地理クラブ顧問：新井 教之

作成者：西川 莉奈 堀井 あす華

京都教育大学附属高等学校 地理クラブ

伏見・墨染周辺

店舗情報は主に2020年3月現在のものです。
（店舗情報の右上に＊を付した店舗は2020
年9月現在のものです）

㊾Bounlangerie Blon 8:30~18:30

定休日：日曜日、月曜日
オススメは伏水食パン。値段は一斤319円。
発酵に適するおいしい伏見の水を使ったもっ
ちりしっとりとした食パン。
裏にはこのような飲食店紹介があります→
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伏見駅↑

⑬南国電波 営業時間：11:00~23:00

㉕トラヤ 営業時間：9:30~19:30

㊲近善 営業時間：11:00~15:00 17:00~19:00

②chocana 11:30~15:00 17:30~22:00

⑭茉莉花 11:30～14:30 17:30～20:30(20:00)

㉖だるま 11:00~21:00

㊳Café まちね 10:00~19:00

③喫茶キャベツ 7:00～17:00

⑮LILAC 7:00~18:00

㉗フェデリーニ 11:30~14:30 17:30~21:00

㊴茶房竹聲 12:00～17:00(16:30)

④光風堂 8:00～18:00

⑯KAMON 8:00~18:00

㉘寿司いしだ 11:30~14:00

㊵フランス菓子ロアーヌ 9:00～19:30

①新福菜館

営業時間：11:00~22:00

定休日：木曜日
オススメメニューはチャーハンと中華そば。唐揚げに
も力を入れている。値段はチャーハン並550円、
中華そばは並が750円。
定休日：火曜日
（月に2,3回休むことがある）
オススメメニューは野菜を使った料理。定番は850
円の丹波黒豆とマスカルポーネチーズなど。

定休日：日曜、祝日
オススメメニューは「ホットコーヒー」。値段は350円。
サイフォン式でコーヒーを入れている。今どき珍しい。

定休日：なし
オススメは「草もち」。値段は100円。中のあんは
甘すぎない甘さで美味しい。創業は、もうすぐ50
年となる。

⑤いろはラーメン 11:00~21:00

定休日：なし
オススメメニューはとんこつラーメン。値段は550円。
500円のチャーハンや餃子6個で300円のメ
ニューもオススメ。

⑥松廣 12:00~14:00 17:00~22:00(20:30)

定休日：水曜日
オススメメニューは寿司と懐石料理。値段は、ラン
チタイムは3000円～、ディナータイムは5000円
～となっている。

定休日：火曜日
オススメメニューは、オニオンライス300円。メニュー
が豊富で、夜はBARとして営業。他にもガーリック
シュリンプ800円がある。

定休日：水曜日、第三日曜日
オススメメニューは、オムライス680円と、ハンバーグ
定食980円。どちらもコーヒーが付いている。

定休日：日曜日と第2、第4水曜日
オススメメニューは「塩ラーメン」と「きくらげと玉子の
炒め物」。値段はラーメン620円、炒め物は650
円。

定休日：木曜日
オススメメニューは定番のお好み焼きと焼きそば。
値段はお好み焼きは520円から780円。焼きそ
ばは540円から930円。

定休日：水曜日
オススメメニューは日替わりランチとコーヒー。値段
はランチ700円、コーヒーは一杯400円。500円
のモーニングもやっている。
定休日：木曜日、日曜日
オススメメニューは日替わりランチ。味噌汁とドリン
ク付。値段は850円。ミンチカツやエビフライなど食
べられる。

⑰日月食堂 11:30~14:30 17:30~22:00

⑱旬食彩 OHSUMI 11:00~14:00 17:30~22:00

定休日：木曜日
オススメメニューはその日によって黒板に書かれて
いる。私たちが行ったときはスモークサーモンだった。
値段は1200円。

⑲こうらく 8:00(8:30)~16:00

⑧清和荘 12:00～15:00,18:00～22:00(20:00)

写真掲載
御遠慮

＊

定休日：水曜日,日曜日
昼は日月定食とスパイスカレー、夜は旬の魚やす
だち鶏を使った料理がオススメ。値段は昼は各々
1000円、夜はメニューによって値段が違う。

⑦きらりの肉まん 10:30~16:00

定休日：日曜日
オススメメニューはハンバーグ。値段は普通サイズ
で1200円。とても雰囲気の良く明るい店内で店
員さんも優しい。

㉙一品料理 妙
写真掲載
御遠慮

17:30~21:00

定休日：月曜日、火曜日
オススメメニューは海鮮丼。値段は税込1100円。
カウンター席とテーブル席とがあり、今年でオープン
9年目である。

17:30~22:30

定休日：日曜日,月曜日,木曜日
オススメメニューは、季節で変わる。取材時点での
オススメは猪のぼたん鍋、おつくりなど。値段は時
価で決まる。

㉚ANKH Sandwich Café 8:00~19:00

＊

定休日：日曜日，祝日
オススメメニューは、BLTパン。値段は450円。パ
ンは店内でもテイクアウトでも購入可能。墨染駅
の改札を出てすぐ。

定休日：木曜日 (水曜は昼だけ)
オススメは海老天ざるそばと鶏南蛮そば。値段は
海老天ざるそば1200円、鶏南蛮そば900円。
冬は温かいそばが提供される。

※日曜:9:00~18:00 定休日：月曜日
オススメはまちねごはんとケーキセット、コーヒー。値
段はごはん880円、ケーキセット700円、コーヒー
400円。

定休日:水曜日,日曜日,祝日
店主厳選の銘茶を自家製の和菓子や甘味ととも
に楽しめる。「上生菓子セット」は1000～1400
円。「甘味セット」は全て1000円。
定休日：火曜日
オススメのケーキは「その季節の果物を使ったケー
キ」、値段はおよそ400円～420円。国産の苺が
特徴。

㊶キッチンみえ 13:00~17:30

定休日：日曜日
オススメメニューは日替わりランチ。値段は900円。
毎日、手作りしている。高齢者の方に人気がある
お店。

㊷京うどん纏

11:00～14:00 18:00～21:00 土日祝:11:00～16:00
定休日:月,木曜日 土日祝日 11:00～16:00
オススメメニューは「日替わりメニュー」。値段は
1000円前後。

㉛京料理 うを友 11:00~15:00 17:00~21:00

㊸大たに 11:30~14:00 18:00~20:00

⑳地球規模で考えろ11:00 15:00 18:00～24:00

㉜焼き鳥 いいね！！ 18:00~1:00

㊹拉麺へんてこ 11:00~15:00 18:00~22:00

⑨喫茶まーし 8:30～18:00

㉑てっぱん広島焼き 英 18:00~23:00

㉝ムーラン 7:30~19:00

㊺明石播磨水産 11:30～20:00

⑩鉄板お好み焼き 味平 17:00～23:00

㉒京おはぎ工房 9:30～18:30

㉞中国料理 福園 11:00~14:30 17:00~22:30

㊻中国料理 水仙閣 11:30~15:00 17:00~22:00

⑪セアブラノ神 11:30～14:30、18:00～21:00

㉓まなゆり 9:30~18:30 日曜： 9:30~18:00

㉟味自慢 たこ焼 10:00~19:00

㊼珈琲カムイ 1:00~18:00

⑫福来たる 11:00~15:00 17:30~22:00

㉔おおさか屋 11:00~15:00 17:00~19:30

㊱銭幸 9:00~16:00

㊽Café Musubi 10:00～17:00(16:30)

定休日：月、水、金、土曜日 (売り切れ次第終了)
１ケ92円の肉まんが買える。座席は3席ほど。で
きたてアツアツの肉まんが食べることができ、冷めて
も美味しい。
定休日：月曜日
人気メニューは会席料理。1万円程度の料理が
ほとんど。平日の昼には松花堂弁当「亀：3500
円」がある。庭がきれい。

定休日：なし
オススメメニューは「モーニング」と「コーヒー」。値段
は「モーニング」450円、「コーヒー」300円。モーニ
ングではサラダ、トーストなど。
定休日：なし
オススメメニューは「とん平焼き」という焼きそば。値
段は950円。「スペシャル」というメニューもあり、具
だくさんで1600円。
定休日：なし
※金、土は18:00～22:00
オススメメニューは「セアブラ煮干しそば：900円」
で、煮干しがきいておいしい。カウンター席と奥に４
～6人ほど座れるところ有り。
定休日：水曜日
オススメメニューは福来たるぶっかけうどん、福来た
るうどん、福来たるカレーうどん。値段は3つとも
1020円。

定休日：日曜日
お昼のオススメメニューは、定食（からあげ,白身フ
ライなど）680円やサラダ付きオムライス750円と
焼飯650円。
～

定休日：月曜日 ※日：11:00～15:00 17:00～22:00
オススメメニューは「ブタラーメン:1000円」、ブタ肉
が5枚のっているラーメン。行列のできるお店で若
い人に人気。

定休日：火曜日
オススメメニューは広島焼。値段は広島焼700円、
広島焼ミニ500円。店内は美味しそうな匂いがた
ちこめている。

定休日：水曜日
オススメメニューは全部。「おはぎ」は150円、「み
たらし団子」は3本で260円。素材にこだわり安く
ておいしい。
定休日：月曜日
オススメはまなゆりという名前の焼き菓子。値段は
150円。和菓子屋で高齢者の方に人気のお店。

定休日：日曜日
オススメメニューはおさしみ定食と海鮮丼、まぐろ丼。
値段は全て1000円。舞鶴から美味しい魚を仕
入れ、鮮度も高い。

定休日：水曜日
オススメメニューは、会席料理の12000円のコー
ス。出前のオススメは4500円の山吹、5300円
から5500円の青監、琥珀。

定休日：なし
オススメは人気の５種盛り。５種はねぎま、つくね、
ささみ、梅しそ、こころ、かわ。
値段は10本1560円。

定休日：火曜日
オススメは美味しい食パン267円。菓子パンの種
類も豊富。100円～200円台のパンがほとんど。

定休日：火曜日
オススメメニューは日替わり定食（ホイコーロー定
食など）。値段は750円～780円くらい。約30
人まで利用可能。
定休日：未定
15個入りの300円のたこ焼が人気。お年寄りから
中高生まで、幅広いお客さんが訪れる小さなお店。

定休日：木曜日
オススメは赤飯と赤飯餅。値段は赤飯600円、
赤飯餅350円。赤飯と御餅が主に売られている。
御餅は4種類ある。

定休日：水曜日
オススメメニューは平日のみの週替わりランチ。値
段は約1000円。大学や高校の先生方もよく来
られる店。
定休日：不定休
オススメメニューは「へんてこしょう油ラーメン」や「へ
んてこ塩ラーメン」。並700円、大800円。鶏ガラ
を煮込んだスープが特徴。

定休日：月曜日
オススメは「たこ焼き」と「焼きそば」。値段は、「たこ
焼き８個入り」で390円、「焼きそば」は430円、
特盛は630円。創業して18年。
定休日：水曜日
オススメメニューはサクサクな唐揚げ。値段は780
円。その他のメニューもオススメ。出前・お持ち帰り
も可能。
定休日：日、月曜日、祝日土曜:12:00~18:00
オススメはカレーとチーズケーキ。値段はカレー単
品700円、コーヒー付900円、ケーキは単品350
円、コーヒー付650円。
定休日：日曜日、祝日 ランチタイム:11:30～13:30
オススメメニューは「ハンバーグ、ごはん・スープ・サラ
ダ付き：600円」、ドリンクセットで50円割引。お
手頃な値段。

