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十石舟乗船場

〈市バス「京都岡崎ループ」最寄バス停〉南禅寺・疏水記念館・動物園東門前
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市バス「京都岡崎ループ」は、3月18日から経路変更に
より、四条河原町に接続し、ますます便利になります。

魅力あふれる岡崎へ、
是非、お越しください！
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京都岡崎では、今年も桜、十石舟めぐりや動
物園等の文化施設の催しなど、見所がいっぱ
いです。
魅力あふれる京都岡崎に是非お越しください。
周辺の施設・店舗では期間中、乗船するとお得なサービスを受けられる春の岡崎・
散策おもてなし企画を実施中！！　詳しくは春の岡崎手帖をご覧ください。

京都岡崎では、今年も桜、十石舟めぐりや動
物園等の文化施設の催しなど、見所がいっぱ
いです。
魅力あふれる京都岡崎に是非お越しください。
周辺の施設・店舗では期間中、乗船するとお得なサービスを受けられる春の岡崎・
散策おもてなし企画を実施中！！　詳しくは春の岡崎手帖をご覧ください。

会場へは公共交通機関で
お越しください

主催：京都岡崎魅力づくり推進協議会、岡崎桜回廊十石舟めぐり実行委員会　
協力：京都市上下水道局、近代京都の礎を観る会　
協賛：南禅寺順正、美濃吉、六盛、大安、株式会社京都産業振興センター（みやこめっせ）
※順不同

※駐車場・駐輪場はございません。
※市バス「京都岡崎ループ」の経路は、平成29年3月18日以降のものです。ご注意ください。

2017年 3月25日●土▶5月7日●日

18時頃～21時30分

3月1日(水)10時～

English web site is available.
http://kyoto-tabi.or.jp/

WEB販売
開始！！
WEB販売
開始！！

わかばの時期も
おススメです。

春は
岡崎周辺道路が
大変混み合います

ライトアップ
回廊岡

崎桜
十石舟めぐり＆

春の岡崎散策を
お楽しみください

十石舟乗船場までの交通アクセス

Visitors can enjoy cherry blossoms and Greenery of cherry trees on 
Jikkokubune Boat Ride along the Lake Biwa Canal.

Cherry Blossom Light-up in OKAZAKI & Jikkokubune Boat RideCherry Blossom Light-up in OKAZAKI & Jikkokubune Boat Ride

春の岡崎手帖 岡崎グルメガイド
2017春夏号

運航コース・所要時間　南禅寺舟溜り乗船場～夷川ダム 往復約3km 約25分
料金　大人（中学生以上）1,200円　小人（小学生）600円　幼児（3歳以上）300円

3月中旬発行 ライトアップには、
「DO YOU KYOTO?クレジット」を

活用しています。

2017年

3月25日●土▶4月9日●日

桜回廊ライトアップ桜回廊ライトアップ

十石舟めぐり
桜回廊ライトアップ期間

運航時間：8時発～20時30分発
2017年 3月25日●土▶4月9日●日
※桜の開花時期により期間を延長することがあります。

その他の期間
運航時間：9時30分発～16時30分発

～5月7日●日
※当日の状況により最終便を17時30分発まで延長。

●京阪電車三条駅から地下鉄東西線に乗り換え、蹴上駅下車 徒歩7分
●JR・近鉄京都駅から地下鉄烏丸線に乗り換え、烏丸御池駅で地下鉄東西線
に乗り換え、蹴上駅下車 徒歩約7分
●阪急烏丸駅から地下鉄烏丸線に乗り換え、烏丸御池駅で地下鉄東西線に乗
り換え、蹴上駅下車 徒歩7分
●JR・京阪山科駅から地下鉄東西線に乗り換え、蹴上駅下車 徒歩7分

※3月25日（土）のライトアップは、
　点灯式後の19時頃からになります。



京都市交通局発行のカード乗車券提示でお得♪

● 京都ぷらすOSAKA PiTaPa ● トラフィカ京カード ● 市営地下鉄1dayフリーチケット
● 市バス・京都バス一日乗車券カード ● 京都観光一日乗車券（山科・醍醐拡大版を含む） 
● 京都観光二日乗車券
※その他4/15～の割引情報はホームページをご覧ください

※3月1日（水）１０時よりインターネットにて事前販売を開始します。
※乗船日前日の正午までご購入いただけます。（※満席に達した場合は受付終了）
※1枚につき別途手数料108円が必要となります。
※詳細・条件については発売開始後のホームページでご確認ください。
　（URL ▼http://kyoto-tabi.or.jp/）

※当日券は乗船場でお買い求めください。（繁忙期は原則としてお一人様５席まで）
※ご乗船日当日、９時（繁忙期は7時50分）から当日最終便までの乗船券を販
売致します。繁忙期には早い時間に完売となることがあります。

乗船券ご購入について

●時期により、桜の花がご覧いただけません。 
●気象状況・故障などにより運休することがあります。
●海外観光客・他府県からの修学旅行などの団体及びイベント等の場合には、満席の場合があります。
●３歳未満の幼児は座席が不要の場合、無料です。お席が必要な場合は、乗船券をお買い求めください。
●ご乗船の際は、必ず救命胴衣を着装していただきます。
●乗船場及び乗船中の飲酒及び喫煙は禁止です。

実施期間：３月２5日（土）～4月16日（日）

５日前までにホームページより
お申し込みください（最少催行人員２名）

「夜桜運航とご夕食」等、お食事と十石舟のみをセットしたプランもございます。
コース詳細・その他条件についてはホームページでご確認ください

WEB予約手数料としてお一人につき別途108円かかります。

期間
限定

WEB事前購入

当日券

その他ご案内とご注意

期間 4月15日（土）から5月7日（日）まで
料金

対象券種

大人 １，2００円 ⇒ 1,00０円（２００円割引）
小人 6００円 ⇒ 5００円（１００円割引）

十石舟めぐり   京都散策と十石舟めぐり十石舟めぐり
さくらとわかばが楽しめる

京都通の
ガイドと歩

く

営業時間〈月～金〉9時～17時※土・日・祝日休業

☎080‒6158‒9703

〈十石舟運航担当〉京都府旅行業協同組合（KYORYO）
http://kyoto-tabi.or.jp/ ☎075‒321‒7696

【十石舟めぐり お問い合わせ】

京都観光再発見懇話会（所属会員）がご案内します

【Ａ】南禅寺三門と別荘庭園「無鄰菴」見学コース

乗船場⇒無鄰菴（入場）⇒南禅寺三門（拝観）⇒水路閣（11：30頃解散）　※南禅寺三門には急な階段
があります。

有名な三門に登り京都市内を遠望、境内もめぐります。京都にもこんなところがあったのか！
別荘庭園の名勝「無鄰菴」に入場、その素晴らしさをご案内します。

乗船時間 ９：３０
（20分前に乗船場へ必ずご集合ください）

大人3,900円／小人（小学生）3,3００円
※乗船料・南禅寺三門・無鄰菴入場料を含む

実施時間

コース概要

参加代金

※所要時間　約２時間（乗船２５分・散策１時間半）

※２名様以上でお申込ください

ポイント

※幼児の期間限定割引はありません。※当日券ご購入時に当日
ご利用の下記対象券種をご提示ください。割引料金にてご購入
いただけます。（WEB購入にはご利用いただけません）

【B】南禅寺・哲学の道コース

乗船場⇒南禅寺三門・水路閣⇒永観堂前⇒熊野若王子神社⇒哲学の道へ⇒霊鑑寺・安楽寺前を
通過⇒法然院境内⇒銀閣寺道（16：30頃解散）　※お寺には入場しません

京都で最も有名な散歩道をさくらとわかばを楽しみながら、銀閣寺まで散策、法然院は境内を
見学します。

乗船時間 １３：３０
（20分前に乗船場へ必ずご集合ください）

大人3,8００円／小人（小学生）3,2００円
※乗船料を含む

実施時間

コース概要

参加代金

※所要時間　約３時間（乗船２５分・散策２時間半）

※２名様以上でお申込ください

ポイント

【C】東山・祇園コース

【Ａ】～【C】コース共通

乗船場⇒「南禅寺・疏水記念館・動物園東門前」バス停から市バス「京都岡崎ループ」乗車⇒知恩院前⇒円山公園⇒
八坂神社⇒圓徳院拝観（和菓子と抹茶賞味）⇒安井金毘羅宮⇒祇園花見小路⇒白川・たつみ橋（17：00頃解散）

さくらとわかばが楽しめる東山の名所を多数通る。ＴＶ、映画でよくでてくる有名箇所を訪ね、
抹茶を頂きゆっくり…最後は祇園のど真ん中へ参ります。

乗船時間 １３：００
（20分前に乗船場へ必ずご集合ください）

大人5,8００円／小人（小学生）5,1００円実施時間

コース概要

参加代金

※所要時間　約4時間（乗船２５分・散策3時間半）

※２名様以上でお申込ください

南禅寺名物湯豆腐ランチ　11：30～　南禅寺順正（3,240円）または南禅寺畔八千代（3,300円）
散策と一緒にお申込みくださいランチオプション

ポイント

料　金

運航コース
所要時間

南禅寺舟溜り乗船場～夷川ダムの往復
（約３km 約25分 途中乗降不可）

大人（中学生以上） １，2００円
小人（小学生） 6００円 幼児（3才以上） ３００円

京都岡崎魅力づくり推進協議会
〈事務局〉京都市総合企画局プロジェクト推進室　☎075‒222‒4178

詳細は、岡崎の総合情報サイト「京都岡崎コンシェルジュ」へ！

【桜回廊ライトアップ お問い合わせ】
期間中、岡崎エリアでは桜といっしょに楽しめるイベントが盛りだくさんです！

※十石舟乗船と徒歩での散策となります。

▲

http://kyoto-tabi.or.jp/ 京都府旅行業協同組合（京都府知事登録旅行業第2-290号）

[外国人向け 英語ボランティアガイド利用　大人7,500円／小人（小学生）6,800円]
※乗船料・ループバス代・圓徳院拝観料・抹茶代を含む

天保十年名園
登録有形文化財「順正書院」
名物ゆどうふ

南 禅 寺


