
Doubletree by Hilton Moda ホテルがある地域に関して： 

カドゥキョイは、イスタンブールのアジア側にあり、ビザンツ時代の 450年頃まで長い歴史

を持つ街です。現在でも教会が点在し、海岸周辺はショッピングエリアとなっています。 

雰囲気としては、渋谷や原宿といった若者の街とも言われますが、テラス席のレストランや

アート作品が展示されていたりして、大人・家族全員で楽しめる街です。 

 

カドゥキョイ・モダ周辺の楽しみ方： 

⇒ 海岸を散歩「モダ海岸公園（Moda Park）」（ホテルから徒歩 1分） 

海を見ながらローカル気分を味わいたい方におすすめです。ホテルの前にあるこの公園から

旧市街のアヤソフィアまで見えます。 

  
 

 

⇒ ノスタルジックな路面電車でモダ周遊（ホテルから徒歩 1分） 

ホテルの前から乗れるモダの路面電車で（Damla Sokak 駅）、カドゥキョイ周辺をぐるっと

一周できます。路面電車で買い物ストリート・レストラン/カフェの近くまで行けます。

（イスタンブールカード利用可） 

  
 

  



⇒ モダ街の猫たち：猫天国のトルコ！猫天国のカドゥキョイ！日本に比べ、トルコの猫は

人通りの多い場所でもリラックスしていることが多いのでお店の中まで想像もつかない場所

でかわいい猫が見れます。 

 
 

⇒ トルコ最大モスク「チャムルジャ・モスク」／アジア側ホテルこそ！ 

アジア側から見る絶景といえば、イスタンブール最高峰の丘チャムルジャがベストです！そ

の丘に作られたチャムルジャ・モスクは現在トルコ最大のモスクとして注目されています。 

ホテルから交通機関でのご移動：ホテルから徒歩 10分のバスていから出る 14Fのバスで約

40 分かかります。バス停はちょうどモスクの前です。  

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/h3aQQTbCPZsAbsH67  

タクシーでご移動の場合もお得！：片道 50～60トルコリラ程度（1000円程度）です。 

  
 

⇒ ショッピングモール：アカシア（Akasya AVM）： 

国内外の有名ブランドが揃い店舗数も多いです。洋服もあれば、フードコーナーやマーケッ

トもあります。 

①ホテルから地下鉄のカドゥキョイ駅（M4線）まで歩きます（3分）。 

②M4 線で 3 駅移動して Ünalan 駅にて降りて、そのまま地下鉄の中から簡単に AKASYA ショ

ッピングモールにアクセスできます。（営業時間：10 時 AM-22 時 PM） 

 
 

 

https://goo.gl/maps/h3aQQTbCPZsAbsH67


Doubletree by Hilton Moda ホテルの周りのレストランとカフェ 

 

【1】眺めのいい有名な HOOD ROOFTOP レストラン：HILTONモダホテルのレストランです。

（営業時間：11時 AM～2 時 AM） 

ウェブサイト：http://www.hood.com.tr/gallery.php  

 

営業時間： 

【2】チヤ・ソフラス（Çiya Sofrası）：（伝統的トルコ料理）（ホテルから徒歩 7分） 

☆1987年からのお店で、現地人にも大人気！コース料理もあれば、カウンター内に並べら

れた料理の中からもチョイスして注文することができます。（11時 AM～22 時 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/k7GegEaozGbT5khh6 

  
 

【3】ハッピームーンズ（Happy Moon’s）：（モダンレストラン）（徒歩 3 分） 

☆イスタンブールの色々なところにあるチェーン店レストラン、メニューもファストフード

から家庭料やスイーツまでありますのでご自由に選べます。若者にも大人にも人気です。

（8時半～24時 PM） 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/happy-moons-kadıköy-merkez-istanbul 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/TydbvqEjjn2Aww9R6 

 

http://www.hood.com.tr/gallery.php
https://goo.gl/maps/k7GegEaozGbT5khh6
https://www.zomato.com/istanbul/happy-moons-kadıköy-merkez-istanbul
https://goo.gl/maps/TydbvqEjjn2Aww9R6


【4】BigChefs／カジュアルダイニング （徒歩 10 分） 

☆メニューには朝食から夕食まであり、好きなタイミングで気軽に行けます。テラスレスト

ランで味だけではなく景色も好評です！（9時 AM－24 時 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/brfyMcj68X3YiJBp7 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/bigchefs-moda-istanbul/info 

   
 

【5】Rita Moda／ファインダイニング （徒歩 13分） 

☆レストランの外見からメニューの内容までの感動！この歴史のある街の昔からの邸宅をレ

トロ感を残して、レストランに変えて営業しています。時々ライブもやっています。（10

時 AM～2時 AM） 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/rita-moda-moda-istanbul/info 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/CNM9paMAV3a7wCee8 

    
 

 

  

https://goo.gl/maps/brfyMcj68X3YiJBp7
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【6】Mini Eatery /ファストフード・バーガー屋さん （徒歩 8 分） 

☆こちらは特に若者に人気の小さなバーガー屋さんですが、メニューにあるバーガーは全て

の種類を試せるよう小さく作られていますので軽く食べたい方にもお勧めです。（2時 PM～

24 時 PM） 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/mini-eatery-moda-istanbul/info 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/rQfwbtJaTj3EA5PH6 

  
 

【7】Simit Sarayı /スィミット・サラユ：（伝統的なパン屋）（徒歩 5分） 

☆トルコの有名なゴマパン（Simit）とチャイを試したければこちらへ！基本的に朝食に人

気ですが、オレンジジュースやサンドウィッチなどもありますので軽食にいつでも！（7時

AM～22時 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/XG168QNLzeVxyDvP8 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/simit-sarayı-kadıköy-merkez-istanbul 
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【8】Baylan Pastanesi：（伝統的なカフェ）（徒歩 5分） 

☆96 年間の歴史があるカフェ！現地人には大人気でヨーロッパ側からわざわざ来る方も多

くいます！最も人気なものは Kup Griyeというアイスクリーム（下記の写真のもの）とレモ

ンジュース！（7時 AM～22時 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/LdWkangFKvPZZasr5 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/baylan-kad%C4%B1k%C3%B6y-merkez-istanbul 

  

 

【9】Etabal/エタバル  （徒歩 5分） 

トルコはハチミツの産地としても有名です。こちらは小さな構えなので通り過ぎてしまいそ

うですが、ハチミツ好きには見逃せないお店です。絶対にオススメなのが下記の写真にもあ

るハチミツ入りのヨーグルト！ 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/WZdfMwHefDsT5bKh8  

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/eta-bal-kadıköy-merkez-istanbul/info 
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【10】Çikolata Dükkanı （徒歩 12分） 

☆手作りのチョコレートのお店！シンプルなチョコレートもあれば、下記の写真のようにオ

シャレなデザートもあります。下記のデザートは「Asuman」という名前のもので最も人気だ

そうです。 （12 時 AM～21時半 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/YpvXyWEayhdAyG6D9 

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/çikolata-dükkanı-moda-istanbul 

 

 

 

【11】Starbucks  （徒歩 5分） 

☆テラスもあり、位置的にもいいところにあるためいつも満席ですが、コーヒーを飲みなが

らカドゥキョイ街のお散歩にはお勧めです。（7時 AM～24時 PM） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/tBEg7ioTEa13yctWA  

ウェブサイト：https://www.zomato.com/istanbul/starbucks-kadıköy-merkez-istanbul/info 
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⇒ Doubletree by Hilton Moda ホテルの周りのマーケット： 

トルコの大手スーパーMigros／ミグロス（徒歩 5分）  

☆ホテルの周りに他にも小さなマーケットはありますが、一番種類が多いのはこちらです。 

安さよりも品質追求志向で、アルコールも扱っています。（8時半～22時） 

行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/YkUKx7snwA9fSrs17  

 
 

 

⇒ Doubletree by Hilton Moda ホテルからヨーロッパ側へのアクセス 

フェリー&イスタンブールカード 

ヨーロッパ側である新市街や旧市街から電車で行くこともできますが、景色を楽しみながら

船で移動するのがおすすめです。 

  
 

☆ ちなみにイスタンブールでは、フェリーや電車、バス・路面電車などの公共の乗り物は

「イスタンブールカード」ですべて乗車することができます。 

日本の Suica のような交通系カードです。空港や街中にある黄色の自販機でサクッと購入・

チャージをすることができます。 

  
 

https://goo.gl/maps/YkUKx7snwA9fSrs17


⇒ Doubletree by Hilton Moda ホテルからタクシムエリア（新市街）へのアクセス 

  
行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/EbfM2i1f3QZH4yiy7 

 

①ホテルから地下鉄のカドゥキョイ駅（M4線）まで徒歩 3分です。 

②M4 線で 2 駅行って、Ayrılık Çeşmesi 駅でマルマライ（Marmaray）に乗り換えします。 

③マルマライも 3駅行って、Yenikapi 駅にて M2線に乗り換えます。 

④M2 線にて 4駅行って、Taksim駅にております。 

⑤イスティックラル通り（Istiklal Caddesi ）と書いてある出口から出たらタクシム広場

とイスティックラル通りが見えます。 

 

 

⇒ Doubletree by Hilton Moda ホテルからベシクタシュエリア（新市街）へのアクセス 

 
行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/WXpummDJym2WWEBg7  

 

①ホテルからカドゥキョイフェリー乗り場まで徒歩 10 分 

②ベシクタシュ（Beşiktaş ）行きのフェリーに乗ります。（フェリーは 15～20分に一回出

発します／イスタンブールカード利用可・一回は 3.5トルコリラ）（カード自体は 10トル

コリラ）（2020年 2月 17 日現在） 

③ベシクタシュまでのフェリー移動は約 20 分かかります。 

④ベシクタシュフェリー場から徒歩で近くのカフェやレストランエリアまで 2～3分で行け

ます。又 3～4 分でドルマバフチェ宮殿も見れます。 

 

フェリーの出発時間は下記のページから見れます＞ 

https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/seferler/ic-hatlar/istanbul-ici-hatlar/kadikoy-besiktas-165 

  

https://goo.gl/maps/EbfM2i1f3QZH4yiy7
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⇒ Doubletree by Hilton Moda ホテルから旧市街エリアへのアクセス 

  
行き方・グーグルマップ：https://goo.gl/maps/4MVijcayDZPTquGC6 

 

①ホテルからカドゥキョイフェリー乗り場まで徒歩 10 分 

②旧市街に行くのにはエミノニュ（Eminönü ）行きのフェリーに乗ります。（フェリーは

15～20分に一回出発します／イスタンブールカード利用可・一回は 3.5トルコリラ）（カ

ード自体は 10トルコリラ）（2020 年 2月 17日現在） 

③エミノニュまでのフェリー移動は約 25分かかります。 

④エミノニュのフェリー場から右方向に 2 分歩いたところに路面電車のエミノニュ駅（T1

線）があります。 

⑤エミノニュ駅から Cevizlibağ 行きの路面電車に乗って 3 駅後 Sultanahmet 駅におります。 

⑥道を渡ったところが Sultanahmet 広場となります。 

フェリーの出発時間は下記のページから見れます＞ 

https://www.sehirhatlari.istanbul/tr/seferler/ic-hatlar/istanbul-ici-hatlar/kadikoy-eminonu-27 

 

https://goo.gl/maps/4MVijcayDZPTquGC6
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