9／29
OPEN
木屋町三条

宇 治 の人 気 ステ ー キ 重 専 門 店 が
満 を 持して 街 中に 進 出

肉屋黒川 木屋町店

注目の新店をピックアップ。 お気に入りを探しに出掛けよう！

PHOTO／夏見タカ、橋本正樹、森昭人
TEXT／立原里穂、野村真帆、飯塚真里、土井淑子

店内はカウンター6席とテーブ
ル席２卓、
食券を購入して注文
を。14時頃には売り切れる可
能性が高いので早めに来店を

にくやくろかわ きやまちてん

京都ホテルオークラ
H

京都市役所前

合わせる米は契約農家から、
鮮度にこだわる卵

は養鶏場から直送。赤身肉が存分に堪能でき
るとあって女性から絶大な支持を得ている。

肉を絨毯のように美しく敷き詰めた一番人気
のステーキ重1650円とトッピングの卵黄110
円。
ほのかな甘さを感じつつ、
脂が口中でとろ
ける至福のとき。
お好みで山椒を

京阪三条

る。
目利きの基準は肉自体にしっかり味がある

線
西 鴨川
東
鉄
下
地
木屋町通

万葉牛をはじめ、上質な肉を店主が選りすぐ
ことや肉の色、サシなどを見極めるとか。肉に

御池通

河原町通

キ重専門店が街中に登場。今注目の鳥取県産

川 端通

宇治で行列のできる黒毛和牛を使ったステー

●
明治屋 ●
ローソン

三条通

肉屋黒川 木屋町店

☎非掲載
京都市中京区恵比須町424 ABSビル1F
11:00〜無くなり次第終了
火曜休、他不定休有
12月31日、1月1日休
全席禁煙 完全個室無 P無
Instagram／nikuya̲kurokawaで検索

近江牛の鉄板焼き3100円、
京野菜のグリル700円など、
豊富な肉系料理を味わえる
ディナー。ランチで人 気の
チーズバーガー10 5 0 円と
いった100%国産和牛を使用
したグルメバーガーは夜も
オーダーOK

美しいラテアートも楽しめる
本 場スタイル の素敵 カフェ

9／28
OPEN
堺町蛸薬師

Common Well
コモン ウェル

2021年に開業したホテル［HOTEL RINGS KYOTO］1F

のカフェレストラン［Common Well］は、バリスタの淹れ

るプレミアムコーヒーが自慢。カフェの聖地メルボルンス
タイルで、浅煎り深煎りなど豆の種類にミルクの温度や
10／5
OPEN

昭 和レト ロ な 空 間 で 楽し む
リーズナブル な 鉄 板 焼 き

室町通
二条通

上げたソース焼きそばは〆にもぴったり。他に

烏丸通

夷川通

棣鄂］の麺を使用し、もっちりスパイシーに仕

東洞院通

きそば。京都の老舗ソース店のソースや［麺屋

竹屋町通

●京都新聞

☎075・256・7171
京都市中京区夷川通烏丸西入ル蒔絵屋町254
18:00〜24:00
日曜休 12月31日〜1月5日休
全席禁煙 完全個室有 P無
Instagram／ebisugawa̲second2で検索

六角通

文 高倉小
●
ウイングス京都 蛸薬師通

Common Well

☎075・746・3087
京都市中京区堺町通六角下ル甲屋町393
カフェレストラン7：00〜22：00（LO／21：30）
モーニング7：00〜9：30、ランチ11：30〜15：
00、ディナー17：00〜22：00（LO／21：30）
無休
全席禁煙 完全個室無 P無
https://hotel-rings.com/cafe/
バゲットフレンチトーストなど4
種から選べるスペシャリティ
コーヒー付きモーニング2000
円。パンは松ヶ崎の名店［吉田
パン工房］
から

夷川セカンド

も塩や醤油味、ナポリタン風のものもあるの

高倉通

Noku Kyoto H

数々の料理のなかでも、
特におすすめは生麺焼

丸太町通

姉小路通
〒中京郵便局
三条通
堺町通

レトロな雰囲気の鉄板酒場。鉄板で仕上げる

地下鉄丸太町

町家にネオンが目印のこちらは、
懐かしい昭和

●
NTT

東洞院通

地下鉄烏丸線 烏丸通

てっぱんさかば えびすがわセカンド

御池通 地下鉄東西線

新風館
●

鉄板酒場 夷川セカンド

験豊富なシェフによるディナーもおすすめ。

烏丸御池

夷川烏丸

泡の量といった、細かいカスタマイズができる。ホテル経

［麺屋棣鄂］
の麺を使った焼きそ
ばは生麺でもっちりした歯応え。
ソースはスパイスの利いた大人
の味でクセになる。温玉or目玉
焼きor 卵黄のせは+50円。
生麺
焼きそばソース780円

で、
気分や好みに合わせて楽しんで。

これでもか! というほどたっぷりの豆苗
が豚バラとの相性抜群の豚バラ豆苗
ポン酢6 0 0円。人気のフワトロ山芋
チーズ焼き560円

旬の 香りと洋のアレンジに
心がゆるむカウンター割烹

10／8
OPEN
押小路高倉

創作割烹 おおたに
10／20
OPEN
寺町夷川

そうさくかっぽう おおたに

自家 製 パンに詰め 込 んだ
京 野菜とアメリカへの 憧 れ

寺町通りの一筋東に位置する
新烏丸通り沿い。
町家の奥、
お
くどさんをリノベーションした
空間にカウンター席が並ぶ

SUBS sandwich store
丸太町通

ラックスして過ごしている空気感も居心地が良い。
富小路通

柳馬場通

堺町通

押小路通

高倉通

SUBS sandwich store

☎070・4753・3232
京都市中京区藤木町38
11：00〜15：00
（LO）
17：00〜20：00
（LO／19：00）
火曜休 12月31日、1月1日休
全席禁煙 完全個室無 P無
Instagram／subs̲sandwichstoreで検索

東洞院通
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ペアから、お風 呂上 がりのご近 所さんまで誰もがリ

地下鉄烏丸線

ミートボールとグリルドなすを重ねたホット
ミートボール1250円、
エビアボカド1150円。
どちらもポテトチップとサイドメニュー1品付
き。
ドリンクセットは＋250円

のほか、農家の兄から届くキタアカリのポテトサラダ、

烏丸御池

若き店主とのトークも楽しんで。

銅駝美術
工芸高
文

鴨川

くて」と語る、元京野菜農家でアメリカ好きな

店主・大谷さん。夜は、刺身や焼き物といったTHE和食

川端通

と日替わり1種、全5種の独創的なサブを提供。

「採れたてフレッシュ野菜の美味しさを広めた

竹屋町通

●びっくり
ドンキー

河原町通

ぎや白味噌入りのエビアボカドなど定番4種

時間を見つけては鮮魚店で扱いを学んできたという、

烏丸通

しを合わせたフィリーチーズステーキ、九条ね

神宮丸太町

京都御所

寺町通

番サンドイッチ＝サブ。牛肉と万願寺とうがら

祇園や先斗町の割烹のほかフレンチの厨房にも入り、

鯛のアヒージョやパスタなども提供。会社帰りの同僚

サブス サンドイッチ ストア

築100年の京町家で頬張るのは、アメリカの定

京赤地どりのやわらかステーキ
1400円。
鯛だしと合わせたオリー
ブオイルにパン、
キャビアを添え
た鯛のアヒージョ1800円

御池中学校
文

地下鉄東西線

御池通

●新風館
〒中京郵便局
三条通

☎070・8337・5418
京都市中京区押小路通高倉東入ル
竹屋町145
11：30〜14：00（LO／13：00）※予約制
16：00〜23：00（LO／22：00）
不定休 全席禁煙 完全個室有 P無
Instagram／sousakukappou̲ootaniで検索

創作割烹 おおたに

席についてまずオーダーしたいのが、
日替わり
の前菜盛り合わせ1500円。
もろこの塩焼き、
小芋の蟹あんかけ、
ローストビーフなど、
お酒が
すすみそうな粋な5品が並ぶ
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