




2/15のみのみのみのみ

グルメde盛り上げ隊

まちなか拡大エリア



1個450円以上のお弁当お買上で、

1個のお弁当に付き50円引き

ランナー・ボランティア限定

1個500円以上のお弁当お買上で、

1個のお弁当に付き100円引き

お店から一言

地域密着の地元の皆様に愛され

るお店づくりを目指しています。

只今、ご来店のお客様に限り、

400円以上のお弁当お買上でオ

リジナル味噌汁サービス中！

２ 本家かまどや 桂川街道店 （弁当）

〒601-8212 西京区上桂北村町28-10エルパティオ1階

【営業時間】10:00～22:00（水曜定休日）【TEL】075-393-7364

京都の街で思い出に残る走りをしてください。

応援しています。

食後のデザート（シャーベット）

プレゼント！

ランナー・ボランティア限定

お土産に明太子焼海苔プレゼント

お店から一言

西大路五条で20年以上近江牛、

京都牛を中心に美味しいお肉を

提供しています。ユッケ、お刺

身もございます。名物ネギタン

等オリジナルメニューもたくさ

んございます。

３ 焼肉 牛々亭 （焼肉）

〒604-8845 中京区壬生東高田町2-2（西大路五条東入北側）

【営業時間】17:00～2:00（無休）【TEL】075-326-0298

走ることを楽しんで、ゴール目指して

頑張ってください！

コーヒー 50％ＯＦＦ（200円）

ランナー・ボランティア限定

焼カレー 50％ＯＦＦ（400円）

お店から一言

アーリーアメリカン風の静かで、

心やすまるカフェ。香り高い

コーヒーを中心に、多彩なメ

ニューでお楽しみいただけます。

１ ＣＡＦＥ ＨＯＲＩＺＯＮ （カフェ）

〒616-8333 右京区嵯峨天龍寺車道町48-3

【営業時間】7:00～18:00（木曜定休日）【TEL】090-7348-5423

まずは完走をめざして、心をこめて応援しています。

，

注意事項注意事項注意事項注意事項

・ランナー、ボランティア限定のサービスを受けられる際は、参加したことがわかるもの

（ゼッケンや参加賞のBUFF、完走メダル、スタッフウェア等）をご提示ください。

・一部サービスの提供時間は限られている場合があります。

・掲載料理写真はイメージの場合があります。

・ラストオーダー（L.O.）の記載がない店舗のラストオーダー時間については、直接各店舗にお問合せください。

・その他、サービスの詳細や不明点については、各店舗へ直接お問合せください。

京都マラソン2015 グルメde盛り上げ隊

＜期間＞

2015年2月13日（金）～2月16日（月）

＜ご利用方法＞

掲載店舗にて「京都マラソン」とお伝えください。店舗に応じた様々な

サービスが受けられます。

・・・「京都マラソン」と伝えた方全員が受けることのできるサービス

・・・ランナー，ボランティア等，対象が限定されているサービス



生ビール一杯サービス

お店から一言

若狭小浜を中心にその時の旬な

魚介類を仕入れて提供していま

す。おでん、焼鳥などの居酒屋

メニューも充実。親しみやすい

店の雰囲気でくつろいでいただ

けます。

８ ちくりん （居酒屋）

〒602-8435 上京区大宮今出川東入 【営業時間】17:00～22:00

（日・祝・第2土曜定休日）【TEL】075-431-1225

そばとうふをサービス

お店から一言

北海道産の蕎麦の実を毎朝石臼

で自家製粉する手打ち蕎麦処。

口に入れた途端に広がる豊かな

香りとのど越しは抜群。独自の

ブレンドのつゆが蕎麦の風味を

グッと引き立てます。

６ ＳＯＢＡダイニング もうやん （そば）

〒603-8054 北区上賀茂桜井町88第二メゾンナカジマ1Ｆ

【営業時間】11:30～15:00、18:00～22:30（L.O.22:00）、土日祝11:30～22:30

（L.O.22:00）（水曜定休日）【TEL】075-724-0077

お好きなドリンク一杯サービス

お店から一言

蛙を愛するお好み焼き屋です。

毎年、出雲路橋北側で蛙のコス

プレ？で応援していますが、今

年は着ぐるみで行きますケロ♡

鉄板焼、一品もありますので、

是非ケロりに来てくださ～い！

７ けろった

〒606-0816 左京区下鴨松ノ木町49-8

【営業時間】18:00～23:30（火曜・第2水曜定休日）【TEL】075-721-7630

無事に完走されますように・・・。

頑張ってケロ ♡

完走を目指して頑張ってください。

自身もランナーの店主も応援します！

ご自身のペースでゆっくり京都のコースを

楽しんでください。

1個450円以上のお弁当お買上で、

1個のお弁当に付き50円引き

ランナー・ボランティア限定

1個500円以上のお弁当お買上で、

1個のお弁当に付き100円引き

お店から一言

ご来店のお客様に限り、450円

以上のお弁当お買上でごはん大

盛りサービス実施中！毎週水曜

日はお弁当の日！その月によっ

てご来店のお客様に限りキャン

ペーンサービス実施中！

４ 本家かまどや 上久世店

〒601-8212 南区久世上久世町516-9

【営業時間】10:00～21:00（第3日曜定休日）【TEL】075-932-2121

京都の街を楽しんで走って下さい。

エンジョイ！ファイティング！

名物「酒粕ぺペロンチーノ」，

「酒粕ピッツァ」200円OFF

ランナー限定

パスタ全品大盛サービス

ボランティア限定

食事御注文の方にソフトドリンク

一杯サービス

お店から一言

酒蔵の街、伏見にて営業してい

る気軽なイタリアンレストラン

です。2月15日は店主も京都マ

ラソンに出場しますので、当日

は店休日です。

５ ペスカモンターニャ （イタリアン）

〒612-8363 伏見区納屋町128

【営業時間】11:00～21:30（火曜定休日）【TEL】075-621-2710

地元京都を再発見したいと思います。

（お好み焼き）

（弁当）



ワカモレチップス（アボカドの

ディップ）をサービス

お店から一言

スペイン・メキシコ料理を中心

とした食事と、こだわりのメキ

シコビール、スペインワインな

どを陽気な雰囲気で気軽に楽し

んでいただけるお店です。

12 COMIDA LATINA COSTA （スペイン・メキシコ料理）

〒601-8212 中京区烏丸三条西入る御倉町66-3 ＮＰ御倉町ビル2Ｆ

【営業時間】18:00～3:00（火曜定休日）【TEL】075-255-6665

通常メニュー１０％ＯＦＦ

（ご予約の方に限ります）

お店から一言

地下鉄丸太町駅すぐ！産地直送

便の新鮮な魚屋のお寿司をリー

ズナブルにご提供できる寿司店

です。マグロ・カンパチ（2カ

ン）360円。お座敷（13名）、

堀ごたつ式のテーブルもあり、

ゆっくりと過ごせます。

11 寿司しげとみ （寿司）

〒604-0875 中京区車屋町通丸太町下る砂金町412-1イズミビル1Ｆ

【営業時間】17:00～23:30（木曜定休日）【TEL】075-241-7122

マルゲリータピッツァ半額

お店から一言

サッカーを中心にスポーツをサ

ポートするイタリアン食堂。メ

ニューは100種類から選べます。

13 ビストロ食堂mas （イタリアン）

〒604-8363 中京区錦猪熊町553大建ビル1F【営業時間】11:30～14:30、

18:00～22:00（水曜定休日）【TEL】075-812-3388

冬の京都の都大路を満喫して

ゴールを目指して駆け抜けて下さい！！

マラソン楽しんでください！

京都の底冷えを底力に変えて！！

ミニギョーザをサービス

（各種ラーメンをご注文の方に

限ります）

ランナー限定

「完走」の焼印を押したチャー

シュープレゼント

お店から一言

炎のネギラーメンでおなじみの

「めん馬鹿一代」です。毎年、

心も体も熱くなる当店のラーメ

ンを食べて好タイムを出す方多

数です！ランナーのために「完

走」の焼印を押したチャー

シューをご用意しました！

９ めん馬鹿一代

〒602-8153 上京区南伊勢屋町757-2【営業時間】11:30～14:30、

18:00～0:00（金・土～1:00)（火曜定休日）【TEL】075-812-5818

全てのドリンク半額

全国から集めた100種類の梅酒

と、沖縄直送食材を使った本格

沖縄料理から創作沖縄料理まで。

10 あーぐうる府庁前店 （沖縄料理）

〒604-0091 中京区丸太町通西洞院東入梅屋町166-5【営業時間】11:30～

14:00（平日のみ）、17:30～24:00（不定休）【TEL】075-212-6864

皆様が無事完走されることを願っております。

当店で心も体も熱くなって、完走、好タイム

目指してファイト！

（ラーメン）

お店から一言



日替定食、きつねうどん・そば定食、

カレーライス、わかめうどん・そば

定食、牛丼、月見うどん・そば定食、

朝食バイキング（820円～1,340円）

上記お料理を540円で提供

お店から一言

京都駅から堀川通りを徒歩で

15分。西本願寺北隣、聞法会館

地下のレストランです。駐車場

もご利用頂けます。

16 京料理 矢尾定 （京料理）

〒600-8357 下京区堀川花屋町上る聞法会館地下１階

【営業時間】7:00～9:00、11:00～14:00、17:30～21:00（無休）

【TEL】075-371-3666

ドリンク一杯サービス

（900円以上のお食事をご注文の方

に限ります。ランチ可）

ランナー・ボランティア限定

ロッカー＆シャワー代金 通常600円

を500円で提供

お店から一言

ロッカー＆シャワーを併設したカ

フェレストランです。

「こ（ko)ころと（ka)らだを元気

（ge）にしよう」をコンセプトに、

スポーツを楽しまれる皆様の健康

な身体作りをサポートします。

17 ランカフェkokage （カフェ）

〒602-0854 上京区河原町通荒神口通東入亀屋町123グリーンセンタービルB1

【営業時間】10:00～22:00(日曜9:00～21:00)(火曜定休日)【TEL】075-257-7338

飲食料金１０％ＯＦＦ

ランナー 完走メダル提示で唐揚げ

６個サービス

お店から一言

手作りとんかつを自家製割り下

と卵でとじた名物「かつとじ

丼」を筆頭に、とんかつ定食・

自家製エビフライもございます。

温かいメニューも充実。びっく

りドンキーのガレージが共用で

2時間無料で使用できます。

18 かつ丼玄 河原町店 （とんかつ）

〒602-0873 上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町396-1

【営業時間】11:00～24:30（L.O.24:00）（無休） TEL：075-212-9096

冬の京都の景色を楽しみながら

事故の無いように走ってください。

笑顔でゴールを目指して,古都京都を

楽しんでください！

頑張ったあなたに・頑張って応援したあなたに、

いい事あります。

お好みの串を１本サービス

お店から一言

細い路地奥にある、隠れ家のよ

うな小さいお店。ビールが似合

う定番と、ちょっと意外な変わ

り種などを織りまぜた全２０種

類。

14 串たなか （串揚げ）

〒604-8155 中京区錦小路通烏丸西入下る占出山町310-10

【営業時間】17:30～22:30（L.O.22:00)(月曜定休・火曜不定休）

【TEL】075-222-0054

月の桂立春朝絞り ぐい呑一杯サー

ビス。お酒を飲まれないお客様は、

矢尾定オリジナル絵はがき1枚プレ

ゼント

お店から一言

四条烏丸から大変近く、築80年

の京町家を改修工事を済ませた

ごはん処です。京のおばんざい

と伏見のお酒をご用意していま

す。

15 ごはん処 矢尾定 （京料理）

〒600-8441 下京区新町通綾小路上る四条町361 営業時間11:30～14:00、

17:30～20:30（水曜定休日） TEL：075-351-3518

ベスト尽くして頑張ってください。祈・完走！

冬の京都の景色を楽しみながら事故の

無いように走ってください。



大盛り無料

お店から一言

信州の民家を思わせる店装で生

のわさびをお客様自身でおろし

ていただき、自家製麺のそばを

味わっていただけます。

21 そじ坊 （そば）

〒 604-8091 中京区御池通寺町東入 御池地下街ゼスト御池

【営業時間】11:00～22:00（L.O.21:30）(無休）【TEL】075-253-3149

14：30～Lastにご来店のお客様

200円にてドリンク（コーヒー、

オレンジジュース）を提供

お店から一言

洋食とおばんざいのセミバイキ

ングのお店。お料理ご注文のお

客様は約20種類のおばんざい

バーをご利用頂けます。ごはん、

お味噌汁もおかわり自由

22 ＦＯＲＥＳＴ （洋食）

〒604-8091 中京区御池通寺町東入 御池地下街ゼスト御池

【営業時間】11:00～21:30（無休)【TEL】075-253-3164

通常メニュー１０％ＯＦＦ

お店から一言

明るく元気なスタッフがお出迎

え！旬の食材を使った料理長自

慢の料理をカウンター席やテー

ブル席で、シーンに合わせてお

楽しみください。

23 さざんか亭 本店
（居酒屋）

〒604-8017 中京区東木屋町三条下る材木町180-3第三観光ビル

【営業時間】平日17:00～24:00（L.O.23:30）、土祝前日17:00～1:00

（L.O.1:00）（無休）【TEL】075-231-6479

ランナーのみなさん、自分のベストをつくして

がんばってください。地下から応援しています。

フレー！フレー！

ゴールまで楽しんで京都の町を駆け抜けてください。

寒風吹く中、熱い熱気を京都に吹き込んで

ください！

定食を食べていただいた方は

100円引き

（おつまみ，飲物，コロッケ等単品

は不可）

お店から一言

京都市役所からすぐの河原町通

沿いです。マラソンの沿道にな

りますので、金の豚を目印に、

ぜひお立ち寄りください。

19 とんかつ処やまなか （とんかつ）

〒604-0903 中京区河原町通夷川角 【営業時間】11:30～14:30、

17:00～20:45（第1・3水曜定休日）【TEL】075-231-0777

通常メニュー１０％ＯＦＦ

お店から一言

「旨い魚・美味しいお酒」京都中

央市場で選んだ新鮮な食材！是非、

魚倖のお寿司を食べに来てくださ

い。

20 回転寿司割烹 魚倖 （寿司）

〒604-8091 中京区御池通寺町東入 御池地下街ゼスト御池（御幸町広場西側）

【営業時間】11:00～（L.O.)21:30（無休）【TEL】075-223-1777

がんばってください！

魚倖のお寿司で疲れた体を癒しに来てください。



１０％ＯＦＦ

お店から一言

契約畜産農家から一頭買で仕入

れている信頼の近江牛。安心し

て上質の焼肉をリーズナブルに

味わっていただけます。鴨川の

側、風光明媚な祇園縄手で贅沢

気分を楽しめます。

27 和牛焼肉 徳 （焼肉）

〒605-0086 東山区大和大路通三条下る弁財天町26 2Ｆ

【営業時間】17:00～24:00(L.O.23:00）（月曜定休日）

【TEL】075-533-2929

１０％ＯＦＦ

お店から一言

楽しむ焼肉MeetBowl。黒毛和牛

の焼肉をリーズナブルにアグ

レッシブに満喫できます。ウシ

のオブジェ、シャンデリアや

キャラクター等々、随所に散り

ばめられたエンタテイメント性

溢れる仕掛けに虜になること間

違い無し。

26 焼肉ホルモンMeetBowl （焼肉）

〒605-0086 東山区大和大路通三条下る弁財天町26 1F

【営業時間】11:30～15:00(L.O.14:00)(土日祝)、17:00～24:00

（L.O.23:00）（月曜定休日）【TEL】075-533-0022

１０％ＯＦＦ

お店から一言

気候のいい日は開放的なテラス

席が人気。店内もゆっくりス

ペースをとり上質な雰囲気を味

わえます。リーズナブルな価格

で本格イタリアンを楽しめるト

ラットリアとして味にうるさい

京都人に支持されています。

28 Tｒattoria COMFOR （イタリアン）

〒605-0086 東山区大和大路通三条下る弁財天町26 3F

【営業時間】11:30～15:00(L.O.14：00）、17:00～24:00（L.O.23:00）

（月曜定休日）【TEL】075-533-6600

走った後は焼肉でエネルギーチャージ！

完走目指して頑張ってください。完走のご褒美は

本格イタリアンをどうぞ！

頑張ってください。ゴールはもうすぐ！

焼肉が待っていますよ！

ご飲食代金１０％割引

お店から一言

旬の食材をリーズナブルな価格

で提供して、日替わりのお薦め

お料理と「あったかお鍋」をご

用意してフレンドリーなスタッ

フがお待ちしております。

24 さざんか亭 六角店 （居酒屋）

〒604-8017 中京区木屋町通三条下る材木町184番地

【営業時間】17:00～24:00（無休）【TEL】075-255-0951

通常メニュー１０％ＯＦＦ

（宴会は除く）

お店から一言

京都で15年、京風居食屋として、

湯葉や京野菜を使った料理、名

物串てんぷら等、魅力あるメ

ニューで勝負しております。ご

来店お待ちしております。

25 京風居食屋 台所 てんや （京料理）

〒604-8022 中京区河原町通蛸薬師一筋上る東入

【営業時間】17:00～1:00（無休）【TEL】075-212-8585

寒い都大路を完走めざしてガンバッてください。

スタッフ一同応援しています。

怪我をせず都大路を駆け抜けてください。
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