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　  京都嵐山 嵐丼
Kyoto Arashiyama “RANDON”
TEL : 075-873-1881
ほうじ茶ベースの冷やし出汁茶漬けに、揚げ
たての天ぷらと氷をトッピング。ひんやり＆熱々
の組み合わせをお楽しみください。

氷

10食限定
1,550 円（税込）

2F

茶漬け茶漬け Cold Chazuke
with Tempura
Cold Chazuke
with Tempura

　  OBU CAFÉ
TEL : 075-881-9530
京都の食材を使ったスイーツやお料理を提供
するカフェ。観光の合間には、旬の味覚を盛
り込んだ「週替わりランチ」がおすすめです。

週

2F

替わりランチ替わりランチWeekly
 Lunch
Weekly
 Lunch

14:30まで
1,290 円（税込）

　  タリーズコーヒー
TULLY's COFFEE
TEL : 075-863-0014
人気のピッツァに野菜やチキンをはさみ、さっ
ぱり風味に仕上げた一品。アイストッピングの
とちおとめかき氷は、食後のデザートに。

やかT'sやかT's爽

T'sアイスラッシュ
ストロベリー（アイス付き）
Shaved ice"Strawberry
flavor" with Icecream

630 円（税込）

ピッツァサラダ プラス ハーブチキン
～シチリアレモンソース～
Salad pizza Herbchicken "sicilian lemon flavor"
520 円（税込）

　　　SASAYA IORI＋
TEL : 075-871-0338
宇治抹茶を贅沢に使用した氷菓「宇治金時」
と、グラデーションが美しい「抹茶ソーダ」。
はなほこ巡りのお供にいかがでしょうか？

和菓子屋さんの抹茶菓子屋さんの抹茶

抹茶ソーダ
Greentea soda
400 円（税込）

宇治金時
Uji shaved ice
500 円（税込）

　  らんでんや
RANDEN-YA
TEL : 075-882-2515
凍らせた果物をかき氷に。トッピングのソフト
クリームが、甘酸っぱい氷とよく合います。
写真映えする可愛らしさもGOOD！

果

マンゴーソフト
Mango soft cream
600 円（税込）

実氷実氷

ストロベリーソフト
Strawberry soft cream
600 円（税込）

　  ファーストキャビン京都嵐山
FIRST CABIN Kyoto Arashiyama
TEL : 075-865-3131
京綿菓子専門店「zarame」の綿菓子を使った
パフェに、丹波黒豆のきなこづくしと抹茶づく
しがお目見え。屋上テラスでどうぞ。

F  .C.P（ファーストクラウドパフェ）
 .C.P
（ファーストクラウドパフェ）

黄なる雲
kinako-centric 

Parfait
1,200 円（税込）

翠の山
matcha-centric
Parfait
1,200 円（税込）

屋上
テラス

　　　 ARINCO
TEL : 075-881-9520
ロールケーキ生地を使ったオリジナルパフェ。
手作りの抹茶チーズケーキや、ザクザク食感の
抹茶コーンフレークが相性抜群。

抹茶アリパ茶アリパ

680 円（税込）

MATCHA 
ARIPA
MATCHA 
ARIPA

　  レンタサイクル
TEL : 075-873-2121
嵐山・嵯峨野めぐりには、レンタサイクルが
おすすめ。お帰り前には特典の「足湯券」を
ご利用いただき、ほっこり癒されてください。

レンタサイクルンタサイクル Rental 
cycle
Rental 
cycle

　  京つけもの もり
Pickled Vegetables of Kyoto “Mori”
TEL : 075-861-7336
しば漬けや抹茶大根など、人気の漬物 5 種を
少しずつ楽しめるセット。夏限定の涼しげな
嵐山パッケージは、お土産にもぴったりです。

京の散歩路の散歩路

1,080 円（税込）

pickles 
set
pickles 
set

　  井筒八ッ橋本舗
Izutsu Yatsuhashi Honpo
TEL : 075-862-2121
モチモチ食感のわらび餅に風味豊かな抹茶を
ふりかけた「京都ぶらぶら」と、名物品の「井筒
八ッ橋」。ほんまもんの京都の味です。

京甘味甘味

京都ぶらぶら 抹茶
Rice Cake Matcha flavor
540 円（税込）

井筒八ッ橋 化粧箱36 枚入
Izutsu Yatsuhashi
Cinnamon Cookies

648 円（税込）

　　　 桑や おのみやす本舗
“Kuwa-ya Onomiyasu-honpo”
TEL : 075-882-2528
栄養価の高い桑の葉と抹茶のブレンドティー
で、見た目も華やかな金粉入り。水をそそいで
混ぜるだけで楽しめると、手軽さも評判。

マ ルベリー
抹茶ティー
ルベリー
抹茶ティー

1,050 円（税込）

Mulberry
Leaves
Tea

Mulberry
Leaves
Tea

　  キテキテ嵐山店
kite kite
TEL : 075-864-0020
京都の自然がモチーフの文様をちりばめた小物
がずらりと並ぶお店。「ぱっちんポーチ」は
片手で簡単に開閉でき、日常使いにも最適。

っちんポーチっちんポーチ pouchpouch

各 1,620 円（税込）

ぱ

　  くろちく
KUROCHIKU
TEL : 075-873-1855
カーゼ生地は肌触りがやさしく、通気性・吸
水性に優れています。季節限定柄・紳士柄も
豊富で、この夏は「金魚柄」が人気です。

ほっこり逸品っこり逸品

両面ガーゼてぬぐい
reversible
gauze towel
756 円（税込）

両面ガーゼはんかち
reversible

gauze handkerchief
518 円（税込）

　  和ざっか こすもす
COSMOS
TEL : 075-881-0295
純金箔を使用した「濃厚化粧水」は、美容液
も兼用する優れもの。上品にきらめく金箔入り
「練り香水」も、京のはんなり逸品です。

純金濃厚化粧水
GOLDLEAF 
CONCENTRATE 
LOTION
1,728 円（税込）

は んなり逸品んなり逸品

練り香水
～白檀～

Solid Perfume
1,404 円（税込）

　  嵐山桃肌こすめ本店
Arashiyama Momohada Cosme Honten
TEL : 075-882-5128
夏のダメージ肌は、もっちり泡で優しく洗いま
せんか。ハリ・潤いをサポートする成分配合で、
清涼感のある香りに気分も爽快。

とろみ和洗顔
  抹茶
ろみ和洗顔
  抹茶

1,620 円（税込）

Facial
Cleansing 
Foam

Facial
Cleansing 
Foam

ＫＹＯＴＯ Ｗｉ－Ｆｉ / 喫煙室 
１Ｆ / 9:00～20:00
２Ｆ / 11:00～20:00

レンタサイクル　RENTAL CYCLE
外貨両替機　MONEY EXCHANGE（ ）INFORMATION  ０７５－８７３－２１２１

嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア内の便利なサービス

BAGGAGE SERVICE
手荷物一時預かり
1day / ¥500 
（one piece of baggage）

営業
時間

セブン銀行
ATM

WEBサイト Instagram

hanahoko_
arashiyama

i

抹

600 円（税込）

　  茶茶屋
cha-cha-ya
TEL : 075-864-0539
宇治抹茶のチーズフォーム・京都産ミルクの
中には、黒蜜味で煮込んだタピオカがたっぷり。
仕上げに黒糖粉を炙ると、おいしさ倍増。

茶チーズフォーム
黒蜜ミルク（タピオカ入り）
茶チーズフォーム
黒蜜ミルク（タピオカ入り）

Cheese Foam
Brown Syrup
Milk

Cheese Foam
Brown Syrup
Milk


