
京都テルサは
会議室や

スポーツホールの
貸し出しが便利！

2019年６月に吉祥院でオープンし、2021年５
月に移転し現在地に。背脂や化学調味料を一
切使わず、ご主人が試行錯誤のうえに開発した
あっさり味のとんこつスープは病みつきになる味
わい。国産の豚を使用した自家製チャーシュー
も美味を添える。もともと居酒屋をやりたかった
というご主人ら
しく、一品料理
も充実し、昼も
夜も楽しめる。

西館

東寺東門前に 2019年７月にオープン
した THE ROOT2 HOTEL の１階で
展開するカフェ。「まるで海外にいるか
のよう」と評判の客室やホテル内の雰
囲気に合わせ、品のあるお洒落な空
間は、もちろん宿泊客以外の利用も
可能。ドリンク、マカロン、ケーキなど、

すべてここで作っ
ているオリジナル
メニューはどれも
目移りするほど。

 12時〜18時　休 無休　 050-5457-2344
住 京都市南区東寺東門前町49-1（テルサから九条通を西へ、大宮通を北へ）

 11時〜 22 時　休 火曜休　 075-662-5040
住 京都市南区西九条川原城町4
　（テルサから九条通を西へ、近鉄東寺駅を過ぎてすぐ）

京都テルサ近隣の名所やおすすめ店舗をご紹介します。

● 営業時間 9 時〜 21 時 30 分
● 受付窓口・お問い合わせ 平日 9 時〜 19 時
     土・日・祝 9 時〜 18 時
● 利用区分 午前 9 時〜 12 時、午後 13 時〜 17 時、
    夜間 18 時〜 21 時 30 分
● 駐車場／普通車 地下 180 台（有料） 
   バス 地上 6 台（有料・要予約）
● 休館日 12 月 28 日〜 1 月 4 日
  ※テルサホール、会議室等、スポーツホールは施設別に
  　受付期間がございますので、お問い合わせください。

● JR「京都」駅（南北自由通路八条口）より南へ
 徒歩 15 分／近鉄「東寺」駅より東へ徒歩 5 分／
 地下鉄「九条」駅より西へ徒歩 5 分（④番出口）／
 市バス「九条」車庫すぐ（南隣）
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〒 601-8047 
京都市南区東九条下殿田町 70（新町通九条下ル）

TEL.075-692-3400 
FAX.075-692-3402
http://www.kyoto-terrsa.or.jp

東館

● 駐車場

● 京都テルサフィットネスクラブ
フロント／マシンジム／第 1 スタジオ

● スポーツホール（体育館）

● 貸会議室　第 2・3・4 会議室
● 京都府商工労働観光部 雇用推進室
● 京都ジョブパーク

総合受付／就業サポートセンター／学生就職センター／ 
UIJ ターンコーナー／福祉人材コーナー／農林水産業コーナー／ 
ハローワークコーナー／スキルアップ相談窓口／ 
はあとふるコーナー／自立就労支援コーナー／ 
生活相談コーナー／はあとふるアイリス

● 京都府労働相談所
● （公社）京都府歯科衛生士会

● 貸会議室　リハーサル室（多目的ルーム）／展示ギャラリー
● 京都府消費生活安全センター

消費者相談窓口

● テルサホール
● カフェラウンジ 凛
● 京都テルサ　総合案内

サービスカウンター・事務室
● （一財）京都府民総合交流事業団事務局

● 駐車場

● 京都テルサフィットネスクラブ
第 2 スタジオ／ 
フリートレーニングルーム／スカッシュコート

● 京都テルサフィットネスクラブ
ドーム型温水プール
25m スイミングプール／流水プール／ジャグジー／パイプラバス／ 
ミストサウナ

● 京都府スポーツセンター
（公財）京都府スポーツ協会／スポーツ医・科学室／スポーツ団体事務室

● 貸会議室　大会議室（A.B.C）／ D 会議室／第 8 会議室
● （一社）ガールスカウト京都府連盟
● 日本ボーイスカウト京都連盟

● 貸会議室　第6・7会議室／活動室（和室）／小会議室／第11会議室
● チャレンジオフィス
● 京都テルサ保育園

● 京都テルサフィットネスクラブ
ロッカールーム／バスルーム・サウナ／パウダールーム／ 
リラクゼーションルーム

● 貸会議室
セミナー室（第 1・2・3）／中会議室／視聴覚研修室／研修室／第 9・10 会議室

● きょうと子育てピアサポートセンター
● マザーズジョブカフェ

受付／マザーズコーナー（ハローワーク京都七条）／ 
女性再就職支援コーナー（りすてっぷ）／ひとり親自立支援コーナー

● 京都府男女共同参画センター・らら京都
情報コーナー／ワーキングルーム／ミーティングルーム／交流コーナー／相談室

● 京都ジョブパーク　企業支援コーナー
● 京都府高齢・障害者雇用支援協会
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テルサから
徒歩 12 分

〜くつろぎのひと時をお届けします〜

2021 年 9 月現在

テルサから
徒歩 10分 ラーメン あじくん

※各店舗の所在地は下段地図に記しています

THE ROOT2 HOTEL 1F COFFEE

「京都テルサ会議室感染拡大予防ガイドライン」に基づいて運営しています
※最新の情報はホームページにて御確認ください。
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京都テルサ各種SNSあります 京都テルサ

今回の
特集施設は

こちら

❶ドクタービーンズ（200 円）
❷ヌムルショコラ（ガトーショコラ）（680円）
❸カービーマカロン カシス／抹茶
　（各480円）
❹ドクターボトル 抹茶ラテ（600円）／
　ピンクアイスラテ（680円）

チャーシューとネギたっぷりの
ラーメン（830 円）は、しょうゆ・
とんこつ・みそ味から選べる。太
麺チェンジやチャーシュー増、ネ
ギ、めんま、バターのトッピング
も可能。担々麺やまぜそば、天津
ラーメンなど種類も多い。

とんこつラーメン
のスープで作っ
たとんこつアイス

（100円）。甘いの
に後味はスッキリ
で、ラーメンの後
にオススメ。

●❶

●❸

●❷

●❹

西館
1F

店長のオリジナリティがふんだんに発
揮されているカレーライス（800円）は、
ルーが濃厚かつスパイシー。さらには
フルーティーさも加わり、後をひかな
い味わいが同店の人気メニューとして
すっかり定着しています。トッピングの
人気メニューはエビとフィッシュカツ！
その他チーズや卵も定番人気です！
またビフカツサンドや小川珈琲の豆で
いただけるコーヒー、女性に大人気の
生野菜ジュースなどメニューが盛りだ
くさん！
コロナ禍のなかで、感染防止対策に注
力しながら、新しいメニューやサービ
スの開発に奮闘しています。
是非ご来店ください！

京都タワーが見えるなど景色も美しく、店内も広々として 
いて開放感に溢れ、１人でもゆっくり過ごすことができる。

オリジナルカレーがますます充実！

京都テルサフロアガイド

京のお立ち寄り SPOT
THE ROOT2 HOTEL 1F COFFEE ／
ラーメン あじくん
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特集 

館内会議室へのデリバリーも！
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京都は伝統産業や観光関連産業が主な産業だと思われがちですが、
実は、最先端技術でわたしたちの生活や世界の産業を支えている
企業もたくさんあります！
ほかのどこでもない「京都で働く」こと考えるあなた！
まずは京都ジョブパークに気軽に足を運んで、
あなたの知らない、京都企業の魅力をみつけましょう。

京都で見つける安定雇用

京都ジョブパーク 西館
3F

京都企業の魅力発見！ 仕事を探そうかな
と思ったら、

「行動」を起こすことが
大切です。

はじめの一歩は、
気軽に総合受付に
お越しください！

・学生さんの就職活動
・再就職や転職を考えている人
・府外から京都に来て仕事をしたい人

京都で働きたい人、おこしやす！

京都ジョブパークにおけるサポートの流れ

利用者の声
エピソードなど
京都市 A さん　24 歳
面接で100％の実力を出すた
めには、準備が必要です。ジョ
ブパークでは、自分ではわ
からない自分の良さや出会え
る仕事があると思うので、ぜ
ひ迷わず門をたたいてくださ
い。必ず可能性が広がると
思います。

③就職支援セミナー
就職活動に役立つ無料セミナーを多数開催して
います。
あなたの就活力を UP させる講座や、業界研究、
就職活動中の他の方や企業の
採用担当の方との交流会も
実施しています。

④応募準備
これまでのカウンセリング等をもとに
応募先に応じた、応募書類の添削や
面接対策を行います。

京都市 Bさん　22 歳
私は大学の卒業式が終わっ
てからジョブパークを利用し
始めました。初めて何にも所
属していないという不安や焦
りから眠れないほど悩む時も
ありました。そんな時、心の
支えはカウンセラーさんや同
じ目標を持つ友人でした。一
人で考え込まず、自分の軸
はしっかりと持ち、もっと周り
に頼ってみてください。

京都市 Cさん　34 歳
コミュニケーション力や営業
力の向上のためのセミナーに
参加して、自分の実力アップ
に役立ちました。
また、カウンセリングでは、
職務経歴書や面接につい
てのチェック・アドバイス
もして頂き、就職活動にと
ても役立ちました。

他にも…
●アルバイト等の紹介
あなたの求める働き方に合わせ
て、アルバイトやパート求人の紹
介もしています。

●企業支援コーナー 東館２F
人材確保にお悩みの企業様の魅
力的な職場づくりやPRをコンサ
ルタントがサポートします。

●北京都ジョブパーク
京都府北部地域に在住の方は、
北京都ジョブパークへ！
福知山市駅前町400
市民交流プラザふくちやま 4 階

●マザーズジョブカフェ 
 東館２F
子育て中やひとり親家庭のママ
など、一人ひとりのニーズに応じ
て、子育てと就業をワンストップ
で支援します。
キッズルームあり（予約制）

① ② ③ ④ ⑤

①初回面談
京都ジョブパークの様々な支援メニュー、
セミナー等をご説明します。
ご利用登録手続きは簡単！特に準備は不要です。
現在の状況やご希望をお聞きし、
担当となるキャリアカウンセラーをご案内します。

②カウンセリング
キャリアカウンセラーが１対１でサポートします。

コロナ禍でも
就職活動を止めない！
オンラインサポートも
充実 ▼

応募活動ガイダンス 自己分析・自己 PR・就職力強化 応募準備

初回面談

無料、予約不要、
持ち物なし

普段着でお越しください。

カウンセリング

キャリアカウンセラーが
１対１でサポートします。

就職支援
セミナー
就職に役立つ

無料セミナーを
多数開催しています。

応募書類添削、
面接練習

応募先に応じた
書類作成や面接対策を

行います。

職業紹介、
企業説明会・面接会

年間通じて多くの
京都企業とのマッチング
イベントを開催しています。

⑥
就職後・
定着支援

就職後も相談や
定着支援セミナーで

支援が続きます。

京都ジョブパークでは、
安定した正規雇用の
お仕事探しのサポートを、

全て無料で行っています！

予約不要・書類不要！

館内MAP ［京都テルサ西館 3 階］

❶ 総合受付
❷ 再チャレンジコーナー
❸ キャリアアップサポートコーナー
❹ 京都わかものハローワーク
❺ 学生就職センターインターンシップコーナー
❻ 京都新卒応援ハローワーク
❼ 京の留学生支援センター
❽ UIJ ターンコーナー
❾ 福祉人材コーナー

 農林水産業コーナー
 ハローワークコーナー
 スキルアップ相談窓口
 はあとふるコーナー、はあとふるアイリス
 自立就労サポートセンター、生活相談コーナー

パソコンコーナー

出入口

❶

❷
❸

❺

❻

❼

❾

❹

❽

★適職発見コーナー（京都テルサ西館３階）
★マザーズジョブカフェ（京都テルサ東館２階）

⑤職業紹介、企業説明会、面接
年間を通じて、京都企業とのマッチングイベント
を多数開催しています。
イベントでは、各企業とお話しして、より深く 
企業を知ることができます。 ⑥定着支援

就職後も相談や定着支
援セミナーで引き続き
サポートを受けることが
できます。
京都ジョブパークは、

「京都で働く」あなた
を応援します。

学生さん向け
インターンシップ
も多数ご用意！

就職活動の準備を 
インターンシップで 
はじめよう！
業界研究や職場体
験で、「 働く自分 」
のイメージ作りをサ
ポートします。

▲ 企業とのマッチングサイト「ジョブこねっと」からも応募できます！

内定！

相談から内定、定着までのサポート内容

新型コロナウイルスが社会に大きな混乱をもたらす中で、
雇用情勢や働き方そのものも大きく変容しつつあります。
それは決してマイナス面だけではなく、
テレワークの浸透などによりIT 活用がより求められるようになり、
新たな雇用も生まれるようになってきました。
伝統産業や観光業が街の魅力を創出し、
またベンチャーの街でもある京都も例外ではなく、
今回は、そんな「京都で働きたい」人の強い味方になってくれる、
京都ジョブパークさんをご紹介します。

075-682-8915
月～金 9時 ～19時
土 9時 ～17時
日・祝日、年末年始休


