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京町屋
体験工房「和楽」

和菓子を中心に、伝統的なものから新しいもの
まで、職人が手づくりするさまざまなお菓子を
お届けしています。四季折々の風景が表現され
た和菓子はどれも美しく、味も見た目も大満足。
隣接する茶房「且

しゃ
坐
ざ

喫
きっ

茶
さ

」では、風情ある町家で
つくりたての甘味を堪能。上生菓子の手づくり
体験も行っています。

七條甘春堂 本店
しちじょうかんしゅんどう ほんてん
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市バス「博物館三十三間堂前」停留所を起点として、
数々の名所がある東山七条周辺と、そこから市バス・
地下鉄で行ける春にぴったりなスポットをご紹介。

075-541-3771　時 9時～17時30分　休無休
京都駅前から市バ 206・208 博物館三十三間堂前下車、徒歩約10分

春の御菓子
「桜もち羊かん」
1本1,296円

東山七 条東山七 条 で“美”“美”にふれる

1865年創業の「七條甘春堂」

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲載内容は変更となる場合があります。
お出かけにつきましては、政府および各都道府県知事から発出されている対処方針等へ
ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

大人
1,100円

市バス・地下鉄の時刻表・路線図、
地下鉄・バス1日券HPはこちら

バス＋地下鉄でスピーディかつ
スムーズに京都観光！

市バス・地下鉄案内所、
地下鉄駅ほか

発売場所

【凡例】　 問合せ　 時 時間　 料 料金（大人1名分）　 休 休日　 地下 地下鉄　 市バ 市バス　 バス停　 京バ 京都バス　 JRバス 西日本JRバス　 ＪＲ JR線　 近鉄 近鉄　 阪急 阪急電鉄　 嵐電 嵐電　 叡電 叡山電鉄



3階建ての展示館
「平成知新館」
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2

キャンペーン内容

スタイリッシュな空間で優雅なひととき

3・4月の展示情報3・4月の展示情報

075-525-2473（テレホンサービス）　休月曜（祝日
の場合は翌日）　 京都駅前から市バ 206・208 博
物館三十三間堂前下車すぐ

築120年以上の風情ある京町家で、“和”
な手づくり体験を開催。京かんざしや和
紙ピアス・イヤリング、型枠友禅、金彩
友禅、お香、お箸など体験メニューは豊富
です。手づくり雑貨やアクセサリーの販

売もしています。

国産大豆でつくるおとうふや豆乳、湯葉など
が人気。おとうふは毎朝工場から届けられ、
新鮮さにもこだわっています。商品は購入
して持ち帰れるほか、カフェスペースで
おとうふや豆乳を使ったスイーツも楽しめます。

日本初の公立総合植物園として、1924
年に開園。約12,000種類の四季折々の
植物にであえます。春には約500本の桜
や色とりどりのチューリップなどが見頃
に。一年を通して多様な熱帯植物が観
察できる、日本最大級の温室もおすすめ。

最高品質の材料を吟味して つ く る、
ヘルシーでおいしいカフェメ ニューが
人気。ガレットやクレープを は じ め、
生ハーブティーやスムージー など豊富
なラインナップです。コスメ などを扱
うセレクトショップ
も併設しています。

世界的建築家・谷口吉生氏の設計によ
り2014年に開館した「平成知新館」で
多彩な展示を行っています。1895年
竣工の赤レンガ造りの建築物「明治古
都館」や広々とした庭園、屋外展示な
ども見どころです。

京町屋 
体験工房「和楽」

京とうふ
藤野本店

京都府立植物園

Le Grand Café ル グ ラン カフェ

京都国立博物館

きょうまちや たいけんこうぼう「わらく」
きょうとうふふじのほんてん

きょうとふりつしょくぶつえん

きょうとこくりつはくぶつかん

0120-766 -600（フリーダイヤ
ル）　時 9時～18時※体験の予
約は電話またはHPから　 休 不
定休　 京都駅前から市バ 206・
208 博物館三十三間堂前下車、
徒歩約3分

075-463-1028　時 10時～
18時（カフェは17時LO）
休月曜（祝日および25日の
場合は営業、翌火曜休み）
博物館三十三間堂前から

市バ 206・208 京都駅前（乗
換）地下京都駅から地下今出
川駅下車（乗換） 烏丸今出
川から市バ 203 北野天満宮
前下車、徒歩約2分

075-701-0141　 時 9時～17時
（入園は16時まで）※観覧温室は10
時～16時（入室は15時30分まで）
料 200円　休 12/28～1/4　
博物館三十三間堂前から市バ

206・208 京都駅前（乗換）地下

京都駅から地下北山駅下車すぐ

075-712-2505　
時 11時～18時（17時
30分LO）　休火曜
博物館三十三間堂
前から市バ 206・208
京都駅前（乗換）

地下 京都駅から 地下

北山駅下車すぐ

北山北山 でのんびりのんびり過ごす

桜桜咲く北 野北野 へ

桜は3月下旬～4月下旬頃が見頃
チューリップも桜と同じ頃に花開く

仕事も恋も、美しく生きる働く女性を
応援するブランド。期間限定でコトチカ
限定商品を販売しております♪

075-342-2365　時 10時～21時
※営業時間は変更となる可能性があります。

Kotochika四条　　  に

3/10 Renewal OPEN!

平安時代より生命力を高める象 徴として桜が植樹さ
れ、現在では京都屈指の桜の名 所に。3月中旬～下
旬に早咲きの桜「魁

さきがけ
」が花開くと、そこから約1か月半

のあいだ、さまざまな品種が順 次咲き誇ります。

平野神社 ひらのじんじゃ

075-461-4450　 時 6時～17時
（桜花時期のみ日没～21時頃ま
で夜間参拝あり）　料参拝自由
休無休　博物館三十三間堂前か
ら市バ 206・208 京都駅前（乗換）
地下京都駅から地下今出川駅下車
（乗換） 烏丸今出川から市バ 203
北野白梅町下車、徒歩約7分

立雛
（次郎左衛門頭） 
京都国立博物館蔵

特集展示 雛まつりと人形
伝教大師1200年大遠忌記念
特別展 最澄と天台宗のすべて

時 9時30分～17時
（入館は16時30分
まで）※夜間開館
なし　料 700円

時 9時～17時30分
（入館は17時まで）

料 1,800円　※期間中
展示替えあり

開催中～3月21日（月・祝） 4月12日（火）～5月22日（日）五条大橋 橋脚・桁 京都国立博物館蔵

庭園のみ開館

時 9時30分～17時（入館は16時30分
まで）　料 300円

3月23日（水）～ 4月10日（日）

国宝 聖徳太子及び
天台高僧像 十幅の
うち 最澄
兵庫・一乗寺蔵（4月
12日（火）～5月1日

（日）展示） 画像提供：
東京文化財研究所

平野神社発祥と伝わる品種「魁」
頭上に広がる枝垂桜に圧倒される

「ガレット・コンプレ」

記念乗車券 イメージ

「鶴と蝶のピアス・イヤリング」手づくり体験各1,600円
1点モノの手づくり雑貨はおみやげにもぴったり

「マイ豆乳パフェ」各510円
安心安全でおいしいとうふが自慢

※マップはP1参照

※マップはP1参照

京都市交通局では、開業以来使用している烏
丸線車両9編成について、耐用年数の限界で
ある40年に近づいていることから、安全運行
確保のため令和3年度から令和7年度にかけて
新型車両に順次更新することとしています。
この度、地下鉄烏丸線新型車両20系のデビュー
を記念して、＃烏丸線20系に乗るっキャンペー
ンや記念乗車券の販売を実施します。

❶交通局公式Twitter（@kyotocity_kotsu）
をフォロー

❷指定のハッシュタグ（＃烏丸線20系に乗るっ）
を付けて20系の感想をツイート

❸市バス・地下鉄案内所（太秦天神川駅地上）に
て投稿画面と当日ご利用の「地下鉄1日券」また
は「地下鉄・バス1日券」を提示

商品内容  D型硬券2枚セット
（普通券290円区間／260円区間各1枚）

発 売 日  令和4年3月26日（土）午前10時～
※売切れ次第終了

発売場所  地下鉄太秦天神川駅 改札外特設ブース
販 売 額  600円（税込）
発売部数  300セット　※ご購入はお一人様2セットまで

キャンペーン期間  令和4年3月26日（土）から5月8日（日）まで

※最新情報については、京都市交通局HPよりご確認ください。

地下鉄烏丸線新型車両20系が
いよいよデビュー！

記念乗車券

A

C

B

烏丸線20系車内先頭車両の運転席背面広告パネル下部にある二次元コード
を読み取って、車両製造現場の動画をゲットしよう！

下記条件を達成した方に“地下鉄に乗るっ“新型車両PRポスター（B1サイズ）
を先着100名様にプレゼント! ※お一人様1枚限り、

無くなり次第終了

ポスター イメージ

詳しくは 京都市交通局　烏丸線20系 検索

さらに、❶❷の条件を達成した方の中から抽選で
20名様に新型車両記念ピンバッジをプレゼント!

【店舗イメージ】

【コトチカ限定商品】
ジャガードフレアスカート
6,589円（税込）
※無くなり次第終了

2022年3月26日に第1編成が営業運転を開始！

新型車両
特設ページ

見本見本

見本見本



市バス・地下鉄を
ご利用の皆様へ

2022.3.19 市バス・地下鉄ダイヤを改正します

市バス・地下鉄のご利用に関するお問い合わせは、ナビダイヤル 0570-666-846

4 答え　問１　　問 2　　問 3 開智ウ エ 「おふたいむ」は市バス車内、地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所などで配布しています。また、交通局HPでもご覧いただけます。

河合橋エ

松尾橋イ

五条大橋ウ

宇治橋ア

京漆器エ

京竹工芸品イ

京象嵌ウ

京表具ア

▶答えは左下です。

問1 京都の有名な工芸品の一
つに京扇子がある。かつて扇
屋が多かった地に建立された

「扇塚」があるのはどの橋のた
もとか。　　　　　　 （3級）

問3 京都の教育の歴史などを
伝える京都市学校歴史博物館
の建物は、元（　　）小学校の
校舎を利用しており、白川石
を使った石塀や立派な正門が
往時の景観を伝えている。

（1級）

問2 京都独特の技法があり、
蒔絵などの加飾を施し、棗を
はじめとした茶道具などに使
われる経済産業大臣指定の伝
統的工芸品は何か。　 （2級）

※本問題は「京都・観光文化検定試験」
第16回の問題より抜粋しています。

※「京都・観光文化検定試験」・「京都検
定」は京都商工会議所の商標です。

挑戦！に京都検定めざせ
京都通

春の名物のなかでも、さくらもちが
好きです。関東風のさくらもちは、
関西と違ってクレープのような生地
であんこを巻いているのですね。違
いがおもしろいです。

京都には多くの名水があります。夏
にぴったりの“水”にまつわるスポット

（名水が湧く寺社、名水を使ったお料
理や酒の店など）のご意見をお送り
ください。おふたいむを一緒につくっ
てくれる情報を、お待ちしています！

地下鉄・バス1日券、旅なびプレゼントへの
ご応募は、右記の宛先まで（1）住所（2）氏
名（3）年齢（4）ご希望のプレゼント（5）上記
テーマへのご意見、おふたいむへの感想を
記入して、メールもしくははがきでお送りく
ださい。4/14（木）当日消印有効。

7月のテーマを大募集！！

プレゼント

旅なび
大人も満足できる情報量！

『修学旅行ガイドブック旅なび』
…5名様

京都市交通局公式SNSも要チェック！

地下鉄・バス1日券
地下鉄・市バスで効率よく
市内を巡ろう！…8名様

〒604-8823
京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内「おふたいむ」編集室宛

075-322-3717（土・日曜、祝日休業）
FAX:075-322-3719
e-mail :hidemi@gold.ocn.ne.jp

Twitter Instagram

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえ
　させていただきます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市バス・地下鉄のお客様数は拡大前と比べ、一日
当たり24万人以上減少し、大変危機的な経営状況に直面しております。こうした状況を踏まえ、
令和4年3月19日（土）のダイヤ改正では以下のとおり、ダイヤ・路線の見直しを行います。

詳しくは

京都市交通局 検索

市バス 地下鉄

1日当たりのお客様数

令和2年度令和元年度 令和2年度令和元年度

35.7万人

減少
10.9万人

減少
13.3万人

24.8万人24.8万人

40万人

26.7万人26.7万人

市バスダイヤ

平日、土曜・休日ダイヤともに21時以降の夜間時間帯において、烏丸線・東西線それぞれ
2往復の減便を実施します。 （終発列車の時刻の変更はありません。）地下鉄ダイヤ

朝ラッシュ時や最終便などを維持したダイヤの見直し 民間バス事業者との連携

北3号系統　平日81回のうち京都バスが同路線を
20回運行

86 号系統　平日10回及び土休日20回のうち
京都バスが同路線を2分の1を運行

京都バスとの連携

バス停の新設

関係系統： 13  特13 及び 臨13号系統
西大路九条（東西行）停留所の新設

快速205 号系統　
平日20回のうち西日本JRバスが同路線を6回運行

西日本JRバスとの連携

関係系統：MN17  MN204  MN205 及び
MN特西3号系統

深夜バスの廃止

早朝の通勤・通学のラッシュ時間帯や最終便は
維持しながら、まずは、影響が少ない昼間時間
帯以降を対象に減便を実施するなど段階的な見
直しを図ります。（図1参照）
※1時間に1便程度の系統や、公共交通の利用促進を図

るモビリティ・マネジメント（略：MM）の活動に取
り組んでいる6つの系統については、減便しません。

（MM系統：特37、52、69、70、特西4、南2）

関係系統：100 101  102  105  106 111号系統及び京都岡崎ループ
急行系統等の休止

ご利用状況に応じた路線の見直し

※春や秋の観光シーズンにおいて観光客の増加による混雑が予想される場合は、
臨時便を運行して対応いたします。

運行回数／日 減便回数／日 系統一覧

30回未満 0回 8、19、20、31、42、43、51、58、65、67、75、78、84、
88、西4、南1、南3、南8

30回以上～ 
50回未満 1回 6、10、11、15、16、22、28、29、32、33、55、71、73、

80、91、208、北8、西1、西3、西5、西6、西8、南5、M1
50回以上～
70回未満 2回～3回 1、4、12、17、18、26、27、37、59、81、93、北1

70回以上 4回～11回 3、5、9、13、46、50、201、202、203、204、205、
206、207、西2

図1


