美山かやぶきの里

芦生の森（芦生研究林）

【宿】料理旅館 枕川楼
【宿】美山町自然文化村河鹿荘

美山

【道の駅】
美山ふれあい広場

京都駅から JR 日吉駅を経由し南丹市営バスで「北」停留所まで約 2 時間
予約優先制で京都駅から直通バス、JR 園部駅から周遊バスあり
（期間限定 問：京阪京都交通 TEL.0771-29-6113）
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JR：京都駅から亀岡駅まで約 28 分
【宿】京都・烟河

高雄

京都スタジアム
麒麟がくる 京都大河ドラマ館（2020 年 1 月 11 日オープン）
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柳谷観音（楊谷寺）

乙訓

東向日

伏見

西向日

長岡京

西山天王山

アサヒビール
大山崎山荘美術館

JR：京都駅から宇治駅まで約 18 分
京阪：祇園四条駅から宇治駅まで約 33 分、
石清水八幡宮駅まで約 24 分

向日町

長岡天神
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＜天然水のビール工場＞
京都ブルワリー
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平等院

石清水八幡宮

樟葉

向日・長岡京・大山崎

平等院

黄檗山萬福寺
宇治市

源氏物語ミュージアム
宇治上神社

宇治川の鵜飼

（7 月～ 9 月）

【宿】花やしき浮舟園

宇治
八幡

八幡市立

JR：京都駅から向日町駅まで約 7 分、長岡京駅
まで約 10 分、山崎駅まで約 15 分
阪急：京都河原町駅から東向日駅まで約 15 分、
西向日駅まで約 16 分、長岡天神駅まで特急
で約 10 分、西山天王山駅まで約 20 分、大
山崎駅まで約 20 分

松花堂庭園・美術館

長岡天満宮
八条ヶ池

すこし足をのばせばそこに

八幡市立
松花堂庭園・美術館

まだ見ぬ京都
公益社団法人京都府観光連盟
https://www.kyoto-kankou.or.jp/

京都の観光のご案内は
京都総合観光案内所 TEL.075-343-0548

もうひとつの京都
とっておきの京都
協力：
とっておきの京都
プロジェクト事務局

美山

美山かやぶきの里

芦生の森（芦生研究林）Ashiu forest

Miyama Kayabuki-no-sato

エリア

美山町内には数多くのかやぶき民家が現存し、特に「北」
集落では 50 棟のうち 39 棟がかやぶきの屋根です。国
の重要伝統的建造物群保存地区に選定。

美山町を東西に流れる美山川の源流、美山町の北東にあ
る、手つかずの天然林です。植物や動物、昆虫などの生
態が豊富で、現在は京都大学芦生研究林として管理され
ています。

[ 問 ]TEL.0771-75-1906（一般社団法人南丹市美山観光まちづ
くり協会）
JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「北」下車

亀岡

嵯峨野トロッコ列車

[ 問 ]TEL.0771-75-1906（一般社団法人南丹市美山観光まちづく
り協会）
◆JR 山陰線「日吉」駅から南丹市営バスで「知見口」下車

保津川下り

Sagano Romantic train

エリア

急流と穏やかな淵を繰り返しながら、京都・嵐山までの
渓谷を約 2 時間で下る、スリルに富んだ豪快な舟下りで
す。≪通常船≫3 月 10 日～ 11 月 30 日 ≪冬季お座
敷暖房船≫12 月上旬～ 3 月 9 日※土曜日・日曜日、祝
日は不定期運航 ※荒天・増水などにより運休となる場
合があります。 ※12 月 29 日～ 1 月 4 日は運休

保津川を眼下に眺めながら約 7.3 キロメートルを 25 分
で駆け抜けます。運行期間：3 月 1 日～ 12 月 29 日
水曜日定休（水曜日が祝日の場合は運転） ※春・夏休み、
ゴールデンウイーク、紅葉期間は運行

[ 問 ]TEL.075-861-7444（嵯峨野観光鉄道テレフォンサービス）
〈トロッコ亀岡駅〉◆JR 嵯峨野線「馬堀」駅下車、徒歩 10 分
〈トロッコ嵯峨駅〉◆JR 嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅下車すぐ隣り◆嵐
電嵐山本線「嵐電嵯峨」駅下車、徒歩 5 分

出雲大神宮

[ 問 ]TEL.0771-22-5846（保津川遊船企業組合）
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅下車、徒歩約 10 分

Izumo Daijingu Shrine

丹波一の宮で縁結びの神として有名です。現在の本殿は
足利尊氏によるものといわれ、重要文化財に指定。春は
桜や山桜、秋には紅葉も楽しめます。本殿の裏手にある
ご神体山（御陰山）からは真名井の水が湧出し、昔から
酒造りにも利用されてきました。

宿泊施設のご案内
美山エリア

美山町自然文化村 河鹿荘（南丹市美山町）

[ 問 ]TEL.0771-24-7799
◆JR 嵯峨野線「亀岡」駅から亀岡市ふるさとバスで約 15 分「出
雲神社前」下車
駐車場あり（80 台）

乙訓

向日神社

料理旅館

TEL.0771-77-0014

枕川楼（南丹市美山町） TEL.0771-77-0003

亀岡エリア

松園荘保津川亭（亀岡市薭田野町）

Muko Shrine

TEL.0771-22-0903

京都・烟河（亀岡市本梅町） TEL.0771-26-2345

エリア

創建は奈良時代で、室町時代に造営された本殿が国の重
要文化財に指定されているほか、境内の多くの建物も国
の登録有形文化財に指定されています。境内の大鳥居を
くぐると、大木が両側に続く石畳の参道があり、春には
桜、秋には紅葉した楓のトンネルができます。

すみや亀峰菴（亀岡市薭田野町）

宇治・八幡エリア

花やしき浮舟園（宇治市塔川）

[ 問 ]TEL.075-921-0217
◆阪急京都線「西向日」駅下車、徒歩 10 分◆JR 京都線「向日町」
駅からタクシーで 6 分◆阪急京都線「東向日」駅からタクシーで
5分

長岡天満宮

Hozugwa River Boat Ride

TEL.0771-22-7722

TEL.0774-21-2126

柳谷観音（楊谷寺）Yanagidani Kannon Temple

Nagaoka Tenmangu Shrine

観音信仰と弘法大師ゆかりという眼病に効く霊水 独鈷水
（おこうずい）により、毎月 17 日の縁日には各地からの
参拝者でにぎわいます。「楊谷寺あじさいのみち」には、
西洋アジサイや、日本アジサイが約 4,500 本植えられ、
参拝者を楽しませます。

[ 問 ]TEL.075-951-1025
◆阪急京都線「長岡天神」駅下車、徒歩約 10 分◆JR 京都線「長
岡京」駅下車、徒歩約 20 分

[ 問 ]TEL.075-956-0017
◆阪急京都線「長岡天神」駅からタクシーで約 15 分◆阪急京都線
「西山天王山」駅からタクシーで約 10 分◆JR 京都線「長岡京」駅
からタクシーで約 15 分
※毎月 17 日の縁日のみ、阪急京都線「西山天王山」駅、JR 京都線「長
岡京」駅からシャトルバス有り。（8 時～ 13 時）

宇治・八幡

菅原道真公が太宰府に左遷されるときこの地に立ち寄り
名残りを惜しんだとして道真公を祀っています。境内横
には八条ヶ池が広がり、その中央を通る参道の両側には
樹齢約 150 年といわれるキリシマツツジが多数植えら
れ、春に見頃を迎えます。

平等院

黄檗山萬福寺

Byodoin Temple

エリア

平安時代の庭園の名残を伝える阿字池に浮かぶ鳳凰堂
（国宝）は極楽浄土を思い描いた平安貴族が偲れます。
10 円玉のデザインとしてお馴染み。
ミュージアム鳳翔館では国宝を含めた宝物を展示すると
ともに、コンピュータグラフィックスによる復元映像な
ども楽しめます。

[ 問 ]TEL.0774-21-2861
◆京阪宇治線「宇治」駅下車、徒歩 10 分◆JR 奈良線「宇治」駅
下車、徒歩 10 分

石清水八幡宮

Iwashimizu Hachimangu Shrine

日本三大八幡宮の一社。本殿は壮大な規模を持つ八幡造
で、国内の同形式の本殿の中では現存最古で最大規模を
誇ります。本殿を含む十棟の本社と棟札三枚が 2016
年に国宝指定されました。

[ 問 ]TEL.075-981-3001
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅からケーブルで「ケーブル八幡宮
山上」駅下車、徒歩約 5 分◆京阪本線「石清水八幡宮」駅下車、
表参道で山上まで徒歩約 30 分

Manpukuji Temple

禅宗「黄檗宗」の大本山。江戸初期に渡来した中国僧隠
元によって創建されました。境内には中国式の巨大な伽
藍が建ち並び、異国情緒にあふれている。中国風精進料
理「普茶料理」や唐韻で読まれるお経「梵唄」など、大
陸的な文化にも触れることができます。

© 平等院

[ 問 ]TEL.0774-32-3900
◆JR 奈良線「黄檗」駅、または京阪宇治線「黄檗」駅下車、徒歩
約5分
◆京滋バイパスの滋賀方面からは「宇治東」IC から約 5 分、大阪
方面からは「宇治西」IC から約 10 分

八幡市立松花堂庭園・美術館

Shokado Garden Art Museum

2 万 2 千㎡の広大な庭園は、草庵「松花堂」、書院など
の文化財が露地庭や枯山水とともに趣のある風景を創り
出しています。美術館では松花堂昭乗ゆかりの作品等が
展示され、寛永文化にふれることができます。

[ 問 ]TEL.075-981-0010
◆京阪本線「石清水八幡宮」駅、または京阪本線「樟葉」駅から
京阪バスで「大芝・松花堂前」下車、徒歩 1 分
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