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京都鉄道博物館2

見どころスポットご紹介 見どころスポット

平安女学院大学×京都市交通局Presents より多くの方に地下鉄を使って、駅近くの
おすすめスポットを訪れてもらえるように、
平安女学院大学国際観光学部のみんな
で自ら取材して紹介しています。どの
スポットもおすすめです。ぜひ皆さんも
地下鉄で行ってみてくださいね。

私達が制作しました
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京都水族館1

「水と共につながる、いのち。」がコンセプトの
内陸型大規模水族館です。京都駅からも近く巨
大な水槽での展示やイルカパフォーマンスを楽
しめますよ。

平 成 28 年（2016 年 ）
に開館した鉄道博物館。
運転シミュレーターや
職業体験などたくさん
の体験ができ、国内最
大 級 の 53 両 を 展 示。
様々な視点で鉄道が学
べます！

京都駅烏丸中央口正面に
立つ地上 131 ｍの世界一
高い無鉄骨建築のタワー。
京都を 360 度見渡せる展
望室やお土産屋さんの他、
なんと地下に大浴場もあ
り、旅の疲れを癒してく
れます。

五感で学ぶ
鉄道の魅力！！

京都市内を一望
できる京都の
ランドマーク

下京区観喜寺町
電話 : 0570-080-462
開館時間 :10:00 ～ 17:30
休館日 : 水曜日 ( 祝日の場合は開館 )、年末年始

下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721-1
電話 : 075-361-3215
営業時間 : 9:00 ～ 21:00（最終入場 20:40）
定休日 : 無休

地下鉄

京都駅あたり
のご紹介　

下京区観喜寺町 35-1
（梅小路公園内）
電話：075-354-3130
開園時間 :10:00 ～ 18:00
定休日 : 無休

入館料：大人 2,050 円
大学・高校生 1,550 円
中・小学生 1,000 円
幼児（3 才以下） 600 円

入場料：大人 770 円
高校生 620 円
小・中学生 520 円
幼児（3 歳以上） 150 円

入館料：大人 1,200 円
大学・高校生 1,000 円
中・小学生 500 円
幼児（3 才以下） 200 円

京都タワー3

やっぱりここにきたら
オオサンショウウオ！

資料協力：京都鉄道博物館



　現在の京都駅は 4代目で、平安京
の都市の特徴である条坊制（碁盤の目）
を取り入れ、平成9年（1997）に原
広司氏の設計により建設されました。
モダンで斬新なデザインのため、市民
からは肯定的な意見ばかりではありま

せんでしたが、現在は京都の玄関口として馴染んでいます。
　京都駅から見える 131メートルの「京都タワー」は、昭和
39年（1964）に、山田守氏の設計管理、棚橋諒氏の構造設
計により建てられましたが、京都の多くの知識層からは、「変
なローソクみたいだ」等の声が上がり、新聞紙上を賑わしまし
た。設計者は京都の瓦屋根を波に見立て、それを照らす灯台を
イメージしたといいます。現在では、京都へ帰ってくる列車か
らタワーが見えると、嬉しくなると親しまれています。

女子大生が聞いた

京都駅の
うんちく

Location Map京都駅
kyoto sta.

食べる 買う

京都市交通局ホームページにバナーをつけています !

過去のバックナンバーはこちらから
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京都駅八条口から徒歩 7
分のところにある、隠れ家
のようなブックカフェ。コ
ンセプトは「思っていた以
上に満足！」 ブックカフェ
なのに、ドリンクもイケる
し、お腹も満足。

「ホッとできる場所を提供し
たい」というコンセプトでつ
くられた、とてもおしゃれで
気軽にはいりやすいお店。「基
本に忠実、味覚に真面目」の
パンケーキは絶品！季節限
定メニューも用意されており
季節ごとによって違ったパン
ケーキを食べることができる
のも魅力の 1 つ。

京都水族館が目の前にあ
る、ゆったりと落ち着いた
雰囲気のパンケーキのお
店。ランチもやっているの
で、ちょっとした女子会な
どにもオススメです♪

昭和 25 年（1950 年）に旅館
として創業、平成 26 年 5 月に
天然温泉（自家源泉の露天風呂）
を備えたホテルとしてリニュー
アルされました。日帰り温泉プ
ランも設定されていて、京都観
光の疲れを癒す温泉と京料理が
観光客に大人気。

東本願寺のすぐ近くに
ある、京都でも数少な
い手作り和ろうそくの
お店。お寺で使う大き
なろうそくから、お土
産にぴったりのかわい
い絵ろうそくまで、品
揃えも豊富。運がよけ
れば店内でろうそく作
りが見られるかも。

伝統の京漬物、創作漬
物、健康志向の漬物な
ど、幅広い品揃え。
京都でしか買えない限
定商品もあるので、お
土産にもぴったりで
す！

京都の伝統産業「京友
染」の技法で、好きな
柄を染め、オリジナル
のジーンズを作れま
す。自分だけの一着を
作ってみませんか？

下京区東塩小路町 736
電話：075-744-0908
営業時間： 11:00 ～ 21:00
定休日： 年末年始

下京区大宮通木津屋橋下ル
上中之町 10
電話：075-371-2929
営業時間：11:00 ～ 18:00
定休日： 無休

下京区西洞院通塩小路下ル
南不動堂町 802
電話：075-361-8108

下京区七条通烏丸西入ル
中居町 114
営業時間： 9:00 ～ 19:00
電話：075-361-0937
定休日：不定休

下京区西中筋通七条上ル
菱屋町 150-1
電話：075-361-8181
営業時間：8:30 ～ 19:00
定休日：無休 

下京区小稲荷町 79-3
電話：075-352-1053
営業時間：9:00 ～ 20:00
定休日：無休

Books × Coffee  Sol.（ブックカフェ ソル）4

fleur（フルール）6

梅小路カフェ BOSSCHE（ボッシェ）5

京湯元ハトヤ瑞鳳閣7

丹治蓮生堂9京つけもの　西利 本店8

京都デニム10

かわいい和ろうそくも
あります！

ごはんにぴったりの
お漬物がいっぱい！

京都の伝統技術と
デニムの融合

お持ち帰りもできる
韓国海苔巻。
「 キンパ」

フルフルふるえる
パンケーキ

ふんわりモチモチの
食感がやみつき！

ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ 辻利f i t f i t ＫａｙａＢａｒ セブン-イレブン ハートイン

地下鉄京都駅 南エリアに
新たに５店舗を開業!ますます便利に!

職人が手作りする地元京都の人気がま
口専門店。使い勝手抜群ながま口バッ
グはファッションアイテムの新定番。
Kotochika 限定商品も販売。岡崎本
店や祇園店のほか，全国に展開中。

京都宇治で創業百五十年の歴史を
持つ「辻利」。茶匠厳選の宇治抹茶
を使用したスイーツ・ドリンクを
気軽に楽しむことができるカフェ。
テイクアウトも可能。

快適な履き心地とデザイン性の両立
を追求し，外反母趾にも優しいお洒
落な靴をコンセプトに，お客様に
フィットする靴を販売。全国に３９
店舗を展開。

生地から作る窯焼きピッツァやワイ
ンなどを提供する東京・茅場町生ま
れのイタリアン酒場の２号店。ラン
チやカフェ使いもできます。関西初
出店。

セブン - イレブン・ジャパンと JR 西
日本が提携して展開するコンビニエ
ンスストア。セブン - イレブンの定番
商品に加え，お土産品も充実。免税
サービスやインバウンド対応のＡＴ
Ｍも設置。営業時間 :10:00 ～ 20:00 営業時間 :10:00 ～ 20:00営業時間 :11:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:30） 営業時間 :6:30 ～ 23:00営業時間 :10:00 ～ 21:00

南区東九条西岩本町 16-2
電話： 075-200-6855
営業時間： 平日 17:00 ～ 22:00

（金曜は 24:00 まで）
土日 12:00 ～ 24:00
定休日： 月曜日・木曜日

３月２５日（土）
オープン
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ゆったりほっこり
日帰り温泉

癒される

烏丸七条七条大宮
京都水族館前

七条堀川


