
伏見の観光名所

納屋町商店街周辺の隠れた名店

〈お問い合わせ〉　京阪電車お客さまセンター　06-6945-4560　（平日9：00～19：00、土休日9：00～17：00　年中無休※12/30～1/3を除く）

京都市・公益社団法人 京都市観光協会

「とっておきの京都プロジェクト」
Webサイトでは、伏見をはじめ、
ゆったりと京都観光をを楽しめる
エリア情報を発信！
地元住民や観光客の皆さんから投
稿いただき、人気のグルメ情報や
穴場スポット情報などをご紹介し
ています。

江戸時代から続く
旅館。
見学はもちろん、
幕末のお土産物
も取り揃えており
ます。

酒造会社月桂冠の
企業博物館です。
昔ながらの酒造り
を学びながら、  
ご見学の最後には
きき酒もできます。

月桂冠大倉記念館

〈住所〉京都市伏見区南浜町247
〈電話〉075-623-2056
〈営業時間〉9：30～16：30　〈定休日〉年末年始

DATA

黄桜のお酒や地
ビール、豊富な和食
が味わえるお食事
処です。
黄桜商店も併設
しています。

キザクラカッパカントリー

〈住所〉京都市伏見区塩屋町228   〈電話〉075-611-9919
〈営業時間〉平　日　11：30～14：30／17：00～22：00　
　　　　　土日祝　11：00～14：30／17：00～22：00
〈定休日〉年末年始

DATA

寺田屋

伏見夢百衆 FLEUR （フルール） PIZZERIA NAPOLETANA 
DON CICCIO （ピッツェリア ドン チッチョ）

Cotelette  洋食屋コートレット

納屋町商店街 ー パッサージュ納屋町5番街 ー とは

豊臣秀吉が伏見城を築城するとともに大規模な伏見の町が形成され、
納屋町商店街付近も城下町としての機能を備えて、舟運による京都と
大阪をつなぐ中継地として栄えていきました。この地は300年以上の間
「帯刀（ルビ：たてわき）町」と称されていましたが、0000年伏見市
誕生に伴い「納屋町」に改称となりました。そして明治42年に納屋町
進商会が発足し、翌43年には当時では珍しい「鉄柱アーチ型全覆式
日覆い」を完成させるなど、進取の精神で時代をリードしてきました。
その気風は現在も受け継がれており、平成8年にはパリのパサージュを
イメージしたモダンなアーケードを完成させています。周辺には寺田屋、
月桂冠大倉記念館など多くの観光名所があります。

商店街を盛り上げる
ために地球外から
やってきた「熱い男」
とはぼくのことっち！ 
頭のマッチを灯して
みんなを元気にす
るっちよ～！！

なやまっち

商店街のシンボルキャラクター

？

〈住所〉京都市伏見区南浜町263
〈電話〉075-622-0243
〈営業時間〉10：00～15：40  〈定休日〉月曜（営業の場合あり）

DATA

京都伏見16蔵元を取り扱う喫茶・お土産・観光案内処。
大正8年建造の月桂冠旧本社を改装しました。

〈住所〉京都市伏見区南浜町247
〈電話〉075-623-1360
〈営業時間〉平　日／10：30～17：00（L.O.16：30）
　　　　　土日祝／10：30～18：00（L.O.17：30）
〈定休日〉月曜日（祝日を除く）

SHOP DATA

小さい店舗ですが、作りたての美味しい
ケーキを揃えています。

〈住所〉京都市伏見区大阪町606
〈電話〉075-601-5006
〈営業時間〉10：00～18：00　〈定休日〉水曜

SHOP DATA

ナポリピッツァの専門店です。きっと新しい
味覚に出会うことができますよ！

〈住所〉京都市伏見区下油掛町144
〈電話〉075-611-2888
〈営業時間〉11：30～14：30／17：30～21：30
〈定休日〉火曜・不定休

SHOP DATA

大人のお子様ランチが食べられる町の人気の
洋食屋さんです。

〈住所〉京都市伏見区中油掛町94 プレアデス桃山 1F
〈電話〉075-611-5155
〈営業時間〉11：00～15：00／17：00～21：00
〈定休日〉木曜

SHOP DATA

とっておきの京都
~定番のその先へ~

プロジェクト
伏見のグルメや穴場
 スポット情報満載！

伏見大手筋商店街

竜馬通り
商店街

会場の「納屋町商店街」へは、
中書島駅または伏見桃山駅下車徒歩約7分アクセス
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主催：納屋町商店街　共催：京阪ホールディングス株式会社　協力：京都市伏見区役所、NPO法人伏見観光協会　運営：ぴあぴあ株式会社

中書島駅または伏見桃山駅下車
徒歩約7分
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SUZU PAN （スズ パン）

完全無添加の深草のパン屋です。
日本ならではの調理パン。特にこ
だわりのカレーパンを是非。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

俺の究極カレーパン
〈アクセス〉龍谷大前深草駅 徒歩約6分
〈住所〉京都市伏見区深草錦森町30-3　〈電話〉075-646-3380
〈営業時間〉6：00～19：00　〈定休日〉月曜

SHOP
DATA

1

Bagel cafe piggy (ベーグル カフェ ピギー)

自家製粒あんとミルク感のしっかり
した大山乳業のバターをはさんだ
“あんバター”が1番人気。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

プレーンを使った
“あんバター”

〈アクセス〉中書島駅 徒歩約4分
〈住所〉京都市伏見区東柳町532-2　〈電話〉075-634-9860　
〈営業時間〉10：00～18：00　〈定休日〉日曜・祝日（不定休有）

SHOP
DATA

25Le bac a sable (ルバカサブル)

余計なものは入れず必要最低限
の素材を厳選した、体にやさしい
パンが自慢です。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

いちじくパン
〈アクセス〉三条駅 徒歩約7分
〈住所〉京都市東山区西海子町51 メゾンドアリス 1F
〈電話〉075-746-3080　〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉無休

SHOP
DATA

24ANDE （アンデ）

トーストすると、ふーんわりサク
サク！ まずは何もつけずにその
ままお召し上がりください。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

プレーンデニッシュ
〈アクセス〉丹波橋駅 徒歩約22分
〈住所〉京都市伏見区下鳥羽北ノ口町58　〈電話〉0120-255-535
〈営業時間〉10：00～17：00　〈定休日〉日曜

SHOP
DATA

23

zushi curry & ぱん屋～LeuCocoRyne～

小麦もバターもヨーロッパ産
100%の本場のクロワッサンを
ぜひこの機会に。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

イズニーバタークロワッサン
〈アクセス〉神宮丸太町駅 徒歩約32分
〈住所〉京都市左京区浄土寺下南田町23　〈電話〉075-746-4879
〈営業時間〉8：00～18：00　〈定休日〉火曜

SHOP
DATA

22BOO (ブー)

龍大深草キャンパス西側の小さな
パン屋です。ソフトなパンから
ハード系まで楽しいパンが豊富。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

抹茶メロンパン
〈アクセス〉龍谷大前深草駅 徒歩約9分
〈住所〉京都市伏見区深草ヲカヤ町33-5　〈電話〉075-634-8013
〈営業時間〉8：00～19：00　〈定休日〉日曜

SHOP
DATA

21

パン工房くーぺ
京都・伏見の工房で、こだわりの
素材を生かした手作りのパン&
お菓子を焼いています。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

伏見の酒蔵の酒粕入り
食パン

〈アクセス〉丹波橋駅 徒歩約11分
〈住所〉京都市伏見区西大黒町1035-23　〈電話〉075-605-4800
〈営業時間〉9：30～16：00　〈定休日〉日・月曜・祝日

SHOP
DATA

4 Kunel-Bagel×Bread- （クゥネル -ベーグル×ブレッド-）

宇治・三室戸の小さなベーグル屋
さん。北海道産小麦の芳醇な風味
と口溶けのよさを楽しめる

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

宇治抹茶ホワイトチョコ
ベーグル

〈アクセス〉三室戸駅 徒歩約4分 
〈住所〉京都府宇治市莵道車田１-１　〈電話〉0774-21-7533　
〈営業時間〉11：00～18：00〈定休日〉水・日曜

SHOP
DATA

19

中路ベーカリー
創業64年、シンプルで美味しいに
こだわったパン。味はもちろん
種類の多さも自慢です。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

宇治抹茶生クリーム
あんぱん

〈アクセス〉黄檗駅 徒歩約1分
〈住所〉京都府宇治市五ケ庄西浦１７　〈電話〉0774-31-8396　
〈営業時間〉7：00～21：00　〈定休日〉火・第二、第四、第五日曜

SHOP
DATA

20

〈一押しパン〉

〈アクセス〉枚方市駅 徒歩約10分
〈住所〉大阪府枚方市岡山手町10-5　〈電話〉072-846-3360　
〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉月・第三日曜

SHOP
DATA

18フレッシュべーカリー・モンタナ
小さいお子様からお年寄りまで、
気軽に買いに来ていただける、
地域に密着したお店です。

〈お店紹介〉

食パン

手作りパン工房 aLzo （アルゾ）

交野産のお米を使用した天然酵母
のライ麦パンなど、米粉を使った
体に優しいパンを揃えています。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

ピロシキ
〈アクセス〉交野市駅 徒歩約8分
〈住所〉大阪府交野市私部西2丁目3-11　〈電話〉072-894-2221
〈営業時間〉9：00～19：00　〈定休日〉火・日曜

SHOP
DATA

17

ドゥ・ソレイユ
枚方市で開業して、お陰様で１０年
になりました。もっと多くの方に
知ってもらいたく、参加しました。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

抹茶食パン
〈アクセス〉枚方市駅から京阪バスで「津田駅」下車 徒歩約9分
〈住所〉大阪府枚方市春日東町2丁目２-１　〈電話〉072-888-8163
〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉日曜・第三月曜

SHOP
DATA

15
自家製天然酵母100%のチカラで
全て手ごねで素材を大切にしな
がら手造りの石窯で焼き上げます。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

フリッタータ
〈アクセス〉観月橋駅 徒歩約9分
〈住所〉京都市伏見区向島中島町30　〈電話〉090-7493-9880　
〈営業時間〉12：00～19：00　〈定休日〉火・水・土曜

SHOP
DATA

IL cielo （イル チエロ） 14

〈一押しパン〉

〈アクセス〉伏見桃山駅 徒歩約6分
〈住所〉京都市伏見区納屋町117　〈電話〉075-611-1691
〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉火曜

SHOP
DATA

ササキパン 本店
創業大正10年、伏見のまちに生まれ
て約100年の老舗店です。白あん
の入ったメロンパンが人気です。

〈お店紹介〉

メロンパン

13こだわりパンArikA （アリカ）

毎日食べたくなる素朴でシンプル
な味だからこそいい。イベント等
にも多数出店しています。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

メランジェ
〈アクセス〉墨染駅 徒歩約4分
〈住所〉京都市伏見区深草大島屋敷町33-1　〈電話〉075-642-2322
〈営業時間〉7：00～17：30　〈定休日〉木曜

SHOP
DATA

12LOVES BAGEL (ラブズ ベーグル)

〈一押しパン〉

トマトバジルチーズ
〈アクセス〉出町柳駅 徒歩約23分
〈住所〉京都市左京区下鴨高木町9-2　〈電話〉075-708-7973　
〈営業時間〉8：00～夕方完売まで　〈定休日〉木曜・15日

SHOP
DATA

11

天然酵母ひねもすぱん
自家製天然酵母と身体にやさしい
材料で、毎日食べても飽きない
ぱんとおやつを作っています。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

きなこぱん
〈アクセス〉枚方公園駅 徒歩約5分
〈住所〉大阪府枚方市堤町10-24 鍵屋別館102  〈電話〉090-5963-0590
〈営業時間〉10：00～17：00　〈定休日〉日・月曜 ※第二日曜は営業

SHOP
DATA

5 coco・kirari (ココ・キラリ)

京都伏見で築百年の町屋をリノベー
ションしたパン屋です。夫婦二人
でのんびりしてやってます。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

フレンチクロワッサン
〈アクセス〉藤森駅 徒歩約3分
〈住所〉京都市伏見区深草直違橋2-433-1　〈電話〉075-645-5767
〈営業時間〉7：30～19：00　〈定休日〉日曜・祝日・不定休（土曜）

SHOP
DATA

6

〈一押しパン〉

〈アクセス〉枚方公園駅 徒歩約4分
〈住所〉大阪府枚方市伊加賀東町１-５　〈電話〉072-380-0779
〈営業時間〉9：30～19：30　〈定休日〉日・月曜

SHOP
DATA

イロハベーカリー
ハード系を中心にアレルギーや
素材にも配慮したこだわりのパン
を約40～50種焼いています。

〈お店紹介〉

石臼バタール

7

eze bleu （エズ ブルー）

2002年オープン！ヨーロッパから
機材を輸入し、現地に近い環境で
パン作り！本場の味をご提供！

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

ベーコン スパイス
〈アクセス〉出町柳駅 徒歩約7分
〈住所〉京都市上京区今出川通寺町西入大原口町212カーサビアン
カビル1F　〈電話〉075-231-7077
〈営業時間〉7：00～19：00〈定休日〉火・第三月曜

SHOP
DATA

10ブーランジェ・ジュリコのお店
「ひと手間、ひと工夫」が信念のパ
ン職人、シェフ・ジュリコがお届け
する最高に美味しいパンたち。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

じっくり煮込んだ
牛すじ黒カレーパン

〈アクセス〉藤森駅 徒歩約5分　
〈住所〉京都市伏見区深草枯木町41-8　〈電話〉075-643-3933
〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉日曜・祝日（不定休有）

SHOP
DATA

8 Soma Coffee Kyoto  （ソマ コーヒー キョウト)

自家焙煎のオーガニック＆フェア
トレードコーヒーをお届けする
アウトドアコーヒースタンド。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

ネルドリップコーヒー
京阪神各地で野外イベントに出張出店しています！
出店予定は、http：//somacoffee.netでご確認ください。SHOP

DATA

9

ブレッドスタイルソプラノ 16
京阪電車寝屋川市駅からほど近く
にあります。当店は金・土・日のみ
の営業形態になっております。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

ブルーベリーのカンパーニュ
〈アクセス〉寝屋川市駅 徒歩約4分
〈住所〉大阪府寝屋川市早子町9-11　〈電話〉072-824-7067
〈営業時間〉10：00～18：00　〈定休日〉月～木曜

SHOP
DATA

Boulangerie cocoro  （ブーランジェリー ココロ）

『くずはジェンヌの日常をパンで
もっと豊かに』地元のパン教室から
海外で技術指導まで幅広く活動。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

カカオフリュイ
〈アクセス〉樟葉駅 徒歩約13分
〈住所〉大阪府枚方市楠葉並木1-38-10NSコーポ1F
〈電話〉072-845-6464
〈営業時間〉7：00～19：00　〈定休日〉火・水曜

SHOP
DATA

3パン屋ワルツ
厳選素材でハード系もふわふわ
食感も楽しんでもらえる自家製に
こだわったパンをお届けします。

〈お店紹介〉

〈一押しパン〉

あんクルミ

SHOP
DATA

〈アクセス〉香里園駅 徒歩約4分
〈住所〉大阪府寝屋川市香里新町１２〈電話〉072-834-0141　
〈営業時間〉10：00～19：00　〈定休日〉日～水曜

2

京阪沿線で人気のパン屋さんが京都・伏見の納屋町商店街に大集合します。
各店自慢のパンがズラリと並んだ会場では、パン教室やステージの催しなどお楽しみがいっぱい。

伏見観光と合わせてお越しください。

  in 伏見

大集合大集合大集合大集合
フ ェ ス テ ィ バ ルフ ェ ス テ ィ バ ル

パン教室Kindearの京都下鴨のベーグルパン専門店
です。お水の代わりにトマトで作り
あげた生地のオススメパンをぜひ！

〈お店紹介〉

内容は都合により予告なく変更になる場合があります。

伏見の酒粕入りあんパンを作りませんか！

〔 時　　間 〕 ①10：30～12：00
　　　　   ②13：00～14：30

〔 場　　所 〕 コミュニティーホール2F

▶参加ご希望の方は整理券が必要です。
▶整理券は各回開始30分前に本部にて配布します。

伏見の酒かすを練り込んだ生地でパン作り。
成形し焼き上げたパンをその場でお食べいただけます。

〔 参加人数 〕 各回先着10名様
〔 料　　金 〕 1,000円

*kindear*(カインディア―) スウェーデン音楽の演奏
〔 時  間  00：00～00：00 〕

じゃんけん大会

ジャグリングショー

補助券3枚でチャレンジ！
素敵な賞品をプレゼント！！

ハズレ
なし！

▶会場で賞品をお買い上げの方に補助券を
　1枚差し上げます。

▶ガラガラ抽選会1回の参加につき、参加券を
　1枚差し上げます。

※お買い上げ金額にかかわらず1回のご購入でお一人さま
　補助券1枚のみの進呈となります。
※納屋町商店街の各店舗での購入でも進呈。

守口市にある手づくりパン教室です。
数種の天然酵母を使用して、ココロと
カラダに優しいパン作りをコンセプト
に分かりやすく丁寧にレッスンいたし
ます。

ガラガラ抽選会に参加の方に
Wチャンス！

じゃんけんに勝ち残ると
さらに、素敵な賞品をプレゼント！！

〔 時  間 ①11：00～ ②14：00～〕〔 時  間  10：00～15：00 〕

民族音楽の演奏が商店街に響き渡ります！ ○○や△△を使ったジャグリング
パフォーマンス！
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黄桜イベント会場
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パンを片手にカッパカントリーへ！パンを片手にカッパカントリーへ！ 伏見を代表する酒蔵の一つ、黄桜が運営する地ビールレストラン「カッパカ
ントリー」では、本イベントに合わせて中庭にイートインスペースを設置。
新米新酒「ヌーヴォー」など、6銘柄の日本酒やクラフトビール、酒粕汁など
が販売されます。パンを堪能したら、伏見の日本酒も楽しんでみては。

〔 時　　間 〕 10：00～15：00 雨天中止
〔 場　　所 〕 キザクラカッパカントリー内 中庭

〔 料　　金 〕 入場無料（飲食代別途）

・日本酒　6種(燗酒含む)
・クラフトビール　1種
・甘酒(ホット)
・酒粕汁
・おつまみ　3種

※内容は変更になる
　場合があります


