
MICEの開催を通じて、京都の文化や自然を体験し、
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MICE in KYOTO

Meeting

Incentive Travel

Convention

Exhibition

MICE とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の

行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学

会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント

（Exhibition/Event）の４つの頭文字を合わせた言葉です。

　MICEは、企業・産業活動や研究・学会活動等と関連して、「人

が集まる」だけではなく、人の集積や交流から派生する付加価

値が期待できます。

　京都府は、多くの文化財、歴史に裏打ちされた伝統芸能・祭

礼から現代芸術に至るまで数多くの有形・無形の文化資源、豊

かな自然環境とその中で育まれた農産物・海産物に恵まれてい

ます。

　また、こうした環境から、伝統産業から先端産業までバラエ

ティ豊かな産業が生まれ、人々の生活を支えています。

　ここ、京都での MICE 開催を通じて、京都の文化や自然を体

験し、人々との交流を通して、新しいビジネスやイノベーショ

ンの機会を創出しませんか。

MICE is an acronym for Meetings (corporate 

meetings, etc.), Incentive Travel (incentive and training trips for 

employees), Conventions (international conventions held by 

international organizations, groups and societies), and 

Exhibitions/Events (exhibitions, tradeshows and other events).

  The MICE industry brings people together from companies, 

industries, research institutions, and academic societies, but also 

offers value through interpersonal connection and exchange.

Kyoto Prefecture is abundant with tangible and intangible cultural 

resources including cultural properties, historical and traditional 

performing arts and festivals, and modern art. It is also blessed 

with bountiful nature and agricultural and marine industries.

  This rich environment has given rise to diverse industries, both 

traditional and pioneering, that support the daily lives of the 

Japanese people.

  We invite you to take part in Kyoto's MICE industry, where you 

can experience the culture and nature of the prefecture, mingle 

and network with others, and create new opportunities for 

business and innovation.

企業等の会議

企業等の行う報奨・研修旅行

国際機関・団体、学会等が行う国際会議

展示会・見本市・イベント
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天橋立 Amanohashidate
車 : 京都市（沓掛 IC）から約 1時間 10分 / Approx 70 min. by car from Kyoto Kutsukake IC
電車 : 京都駅から JRと京都丹後鉄道で約 2時間 / Approx 120 min. by Limited Express

日本各地から京都駅までの主なアクセス

Access to Kyoto

京都駅から府内各地までの主なアクセス

京 都
KYOTO

新幹線で約 2時間 20分 / Approx 140 min. by JR SHINKANSEN 

新幹線で約 35分 / Approx 35 min. by JR SHINKANSEN 

特急で約 2時間 10分 / Approx 130 min. by Limited Express

東　京

名古屋

金　沢

Tokyo

Nagoya

Kanazawa

JR在来線で約 30分 / Approx 30 min. by JR Line
大　阪 Osaka

特急で約 1時間 10分 / Approx 70 min. by Limited Express

高速バスで約 55分 / Approx 55 min. by Airport Limousine

関西国際空港

大阪国際空港

KIX

ITM

電車で約 1時間 10分 / Approx 70 min. by JR Line
神戸空港 UKB

車 : 京都市（沓掛 IC）から約 1時間 5分 / Approx 65 min. by car from Kyoto Kutsukake IC
電車 : 京都駅から JR特急で約 1時間 15分 / Approx 75 min. by JR Limited Express 福知山 Fukuchiyama

車 : 京都市（沓掛 IC）から約 12分 / Approx 12 min. by car from Kyoto Kutsukake IC
電車 : 京都駅から JR快速で約 20分 / Approx 20 min. by JR Rapid Line 亀　岡 Kameoka

車 : 京都市（京都南 IC）から約 12分 / Approx 12 min. by car from Kyoto Minami IC
電車 : 京都駅から JR各駅停車で約 10分 / Approx 10 min. by JR Local Line 長岡京 Nagaokakyo

車 : 京都市（上鳥羽 IC）から約 15分 / Approx 15 min. by car from Kyoto Kamitoba IC
電車 : 京都駅から JR快速で約 17分 / Approx 17 min. by JR Rapid Line 宇　治 Uji

車 : 京都市（上鳥羽 IC）から城陽 IC経由で約 1時間 / Approx 60 min. by car from Kyoto Kamitoba IC
電車 : 京都駅から JR快速で約 45分 / Approx 45 min. by JR Rapid Line 木　津 Kizu
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京都府MICE助成金制度

MICE サポートサービス 

開催前 誘致・開催準備に対するサポート

●会議施設、宿泊施設の紹介
●主催者の視察受け入れ
●京都らしい写真画像や動画の貸出
●京都府MICE助成金制度の申請
●体験施設、視察企業や
　エクスカーションの紹介
●府市民向けシンポジウム等の広報支援

【対象】国際会議、企業ミーティング、インセンティブツアー
【地域】京都府域（京都市内を除く）
【会期】２日以上
【参加者要件】（コンベンション）日本を含む３カ国（地域）以上かつ 50名以上
　　　　　　（企業ミーティング、インセンティブ）50名以上かつ参加者の半数以上が外国人

【助成金額上限】50名～ 199名 最大 20万円、200名以上 最大 50万円

【対象】国際会議の分科会
【地域】京都府域（京都市を除く）
【参加者要件】分科会の参加人数が 15名以上

【助成金額上限】15名～ 99名 最大 10万円、100名以上 最大 20万円

【本体となる国際会議要件】京都市を含む関西圏で開催され、会期が２日以上、
参加者が日本を含む３カ国（地域）以上

【対象】国際会議、企業ミーティング、インセンティブツアー
【地域】京都府域（京都市内を除く）の寺社仏閣や施設等の訪問・滞在が
1か所以上含まれているコースであること
【参加者要件】エクスカーションの参加人数が 15名以上

【助成金額上限】最大 20万円

【本体となる国際会議要件】京都市を含む京都府内で開催され、会期が２日以上で
かつ参加者が日本を含む３カ国（地域）
【本体となる企業ミーティング、インセンティブの要件】京都市内で開催され、
会期が２日以上でかつ参加者の半数以上が外国人

開催中のサポート

●参加者向け観光マップの提供
●観光施設や観光名所の紹介
●京都府MICE助成金制度を活用した
　エクスカーションの実施

会議終了後のサポート
●アフターコンベンションのご提案

●観光施設や観光名所の紹介

※この情報は、令和 2年度の情報です。

開催中

会議終了

（公財）京都文化交流コンベンションビューローでは、京都府域で開催
される会議、分科会、エクスカーションを支援いたします。

詳しくは、（公財）京都文化交流コンベンションビューローまで。

開催支援

【対象】国際会議、企業ミーティング、インセンティブツアー
【地域】京都府域（京都市内を除く）
【会期】２日以上
【参加者要件】日本を含む 2カ国（地域）以上

【助成金額上限】30名～ 49名 最大 10万円

小規模MICE開催支援

分科会開催支援

エクスカーション支援

お問い合わせ先

https://meetkyoto.jp
meetkyoto.jp 検索

〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地 京都経済センター 3階 

TEL: 075-353-3053　FAX: 075-353-3055
e-mail: kyoto@hellokcb.or.jp             

公益財団法人 京都文化交流コンベンションビューロー
Kyoto Convention & Visitors Bureau

MICEの誘致･開催のための様々なアドバイスやサポートを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

（公財）京都文化交流コンベンションビューローが京都で開催されるMICEをサポートします！！

02 MICE in KYOTO



神話と伝説の舞台を訪ねる
Visit a land of mythology and legends

海の京都
Kyoto by the Sea

　海の京都には、多くの神話と伝説が継承されています。

　日本三景と言われる天橋立は、奈良時代に書かれた「丹後風土記」

の中で、イザナギ、イザナミの神が天への上り下りに使った浮き

橋が、ある日イザナギノミコトが昼寝をしている間に倒れて天橋

立となったと伝わります。

　元伊勢籠神社は全国に数ある元伊勢の中で、最初に天照大神が

巡幸したと言われ最も格式が高い神社です。ここに天照大神は 4

年間住まれたと言われています。

　伊根の舟屋で有名な伊根町にある浦島神社に伝わるのは、浦島

伝説です。浦嶋子は一人で舟に乗り、釣りに出たところ、五色の

亀を釣り上げます。そして、浦嶋子がうたた寝をしている間に亀

は絶世の美女・亀姫に変身し、浦嶋子は誘われるままに常世へと

連れられます。浦嶋子は姫と結婚し、夢のような 3 年間を過ごし

ますが、やがて望郷の念にかられて一人帰郷します。亀姫はその

別れ際に、決して開けてはならないと注意して玉櫛笥を渡します。

浦嶋子が戻ったのはなんと 300 年後。すでに知る人もなく呆然と

してつい玉手箱を開けると、若々しい肉体は瞬く間に天空に飛び

散ったと伝わります。　

  Kyoto by the Sea is full of mythological and legendary stories.
  Amanohashidate is one of the three most beautiful sceneries of 
Japan. According to the Tango Fudoki written in the Nara Period, a 
floating bridge that the gods Izanagi and Izanami used to travel to and 
from heaven capsized one day while Izanagi was taking a nap. The 
bridge became Amanohashidate.
  Motoise Kono Shrine was the first of many Motoise shrines across 
Japan that the god Amaterasu visited, and it is given the highest status. 
Amaterasu is said to have lived at the shrine for four years.
  Urashima Shrine in Ine Village is home of the legend of Urashima 
Taro. (Ine Village is also famous for its boat houses.) In this legend, 
Urashima Taro goes fishing in a boat alone, when he catches a 
five-colored turtle. While Urashima Taro is taking a nap the turtle 
transforms into Princess Turtle, a woman of unsurpassed beauty. She 
takes Urashima Taro to the immortal land under the sea. Urashima 
Taro marries the princess and enjoys three wonderful years, but 
eventually becomes homesick and decides to return alone. As a parting 
gift Princess Turtle gives him a jeweled comb box, which he must never 
open. Urashima Taro returns to his world where 300 years have 
passed. There is no one left that he knows, and in disbelief he opens 
the box. His young body instantaneously scatters to the heavens.
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豊かな自然に囲まれた里山で
人々の暮らしを体験する 森の京都

Woodland Kyoto

　山の恵みを受け、豊かな森とともに発展してきた、もうひと

つの京都「森の京都」。

　豊かな森から得られる貴重な木材、山から湧き出す清らかな

水と肥えた大地は、古くから京の都の繁栄を支え、長い年月を

かけながら、人々の暮らしと地域文化を育んできました。

　農村ののどかな生活を彷彿とさせる里山の風景や、茅葺き屋

根が美しい日本の原風景の中に、昔から受け継がれてきている

人々の暮らしがあります。また、この地では、豊かな自然を背

景に、和紙作りや木工など「ものづくり」が盛んですが、最近は、

若い陶芸家や家具職人、ステンドグラス作家、ギター職人など

が移り住み、表情豊かな多くの作品を生み出しています。

　また、この地には、農家民宿が数多くあり、里山の暮らしを

体験することができます。

  "Woodland Kyoto" is the another side of Kyoto that has been 

nurtured by the rich blessings of mountains and forests. Valuable 

lumber from the forests and pure water and rich soil from the 

mountains have long supported the development of Kyoto. 

Throughout the years they have cultivated daily life and local 

culture. The scenic satoyama farming landscape evokes a 

peaceful farm life, and the thatched roof dwellings conserve an 

older style of living within an untouched Japanese landscape. This 

area is also known for the rich monozukuri (craftsmanship) culture 

born from its abundant nature, such as Japanese traditional paper 

making and woodworking. In recent years it has become home to 

young artisans including potters, furniture makers, stained glass 

artists, and guitar makers, who create expressive works from the 

area.

  There are also many farmhouse inns where visitors can 

experience a real satoyama lifestyle.

Experience the real satoyama 
lifestyle in nature
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かぐや姫伝説の地を歩く
Walk the land of Princess Kaguya

　京都の西山エリアは、豊かな竹林が広がり、「かぐや姫」伝説の

発祥の地とも言われています。

　かぐや姫は、昔々、翁が竹林にでかけ、光輝く竹の中から見つ

けた小さな女の子です。翁夫婦は、女の子を「かぐや姫」と名づ

けて大切に育てました。かぐや姫は成長するにしたがい、輝くば

かりの美女となり、多くの男性が求婚しましたが、かぐや姫は結

婚の意思がなく、無理難題を言って寄せ付けませんでした。

　しかし、帝からの求婚には逆らえず、帝と和歌を詠み合う仲と

なりますが、かぐや姫は、月を見て物思いに耽ります。

　翁が問うと「自分はこの国の人ではなく月の都の人であって、

十五日に帰らねばならない。」と答えました。翁は、帝にも頼み、

かぐや姫が月に帰るのを阻止しようとしますが、十五夜の夜、か

ぐや姫は、翁夫婦に別れを告げ、月に帰っていったと伝わります。

  The Nishiyama area of Kyoto has rich bamboo forests and is known 

as the birthplace of the legend of "Princess Kaguya".

  Long ago, an old man went to the bamboo forest and found a little girl 

in a glowing bamboo. The old man and his wife named the girl 

"Princess Kaguya" and raised her as their own. She grew into a 

beautiful young woman pursued by many men. Princess Kaguya had 

no intension of getting married and sent them all away with requests for 

impossible tasks. However, she could not refuse the proposal of the 

emperor, and they began to send each other poems. Still, Princess 

Kaguya would look at the moon wistfully.

  When the old man questioned her about this, she told him that she 

was not from this world but from the city on the moon, and that she had 

to return on the day of the full moon. The old man tried to prevent 

Princess Kaguya from leaving, even enlisting the emperor's help, but 

on the evening of the full moon she bid farewell to the old man and his 

wife and returned to her home on the moon.

竹の里・乙訓
Kyoto Otokuni Bamboo Grove
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平安時代の貴族の世界を垣間見る
Catch a glimpse of Heian court life

お茶の京都
Kyoto Infused with Tea

©平等院

　山と川に恵まれ風光明媚なまち、宇治。

　平安時代には貴族の別荘地として栄え、藤原氏の寺院や別荘が

いくつも建てられました。

　中でも有名なのが平等院。世界文化遺産に登録され、鳳凰が翼

を広げたような姿が優美な「鳳凰堂」は十円硬貨のデザインとし

ても広く知られています。

　そして、ここは平安文学「源氏物語」全五十四帖のうち、第四

十五帖「橋姫」から最終の「夢浮端」までの十帖、通称「宇治十帖」

の舞台となった場所です。

　この地には、宇治十帖ゆかりの史跡が点在し、平安の雅の世界

に想いをはせる一時を過ごすことができます。

  Uji is a scenic city with mountains and rivers. During the Heian 

Period, it prospered as a popular holiday home location for the 

nobility. Many temples and second homes of the Fujiwara family 

were built during this time, with Byodoin Temple as one of the 

most famous  examples. It is a World Heritage Site, and the 

elegant Phoenix Hall, which resembles a phoenix spreading its 

wings, is featured on the ten yen coin.

  Uji is also the stage for ten chapters of The Tale of Genji, a 

literary work from the Heian Period. Of all 54 chapters, the ten 

chapters from Chapter 45 "Hashihime" to the final "Yume no 

Ukihashi" are known as the "Uji Chapters."

  There are many sites relating to the Uji Chapters, and visitors 

can imagine the glamorous Heian court life.
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最先端の研究・開発を学ぶ
Learn about cutting-edge research 
and development

関西文化学術研究都市
Keihanna Science City

　様々な分野の企業や大学、研究所等が集積するけいはんな学研都

市では、「世界の知と産業を牽引する都市」、「持続的にイノベーショ

ンを生み出す都市」を目指し、産学官連携の推進や、他の研究開発

拠点や地域産業とも連携を図り、最先端の研究・開発の成果を生か

した事業化、産業化への取り組みを強力に推進しています。

　ここでは、コンベンション等の開催を通じて、参加者と地域の研

究者、住民とのネットワークにより新しいビジネスやイノベーショ

ンの機会創出に寄与することを目的に「けいはんな MICE タウン」

の取り組みを進めており、国際会議の開催に相応しい都市、未来を

拓く知の創造の場、知的交流の場を目指しています。また、「情報

通信」、「環境・エネルギー」、「医療」、「バイオ」など様々な分野で

多彩な研究現場を見学することができます。

  Keihanna Science City is a gathering place for many corporations, 

universities, and research laboratories in diverse fields. The city aims to 

"lead the world in knowledge and industry" and "create continuous 

innovation." Through the promotion of industry-academic-government 

collaboration and joint efforts with other R&D bases and local 

industries, the city pushes to commercialize and industrialize the 

results of cutting-edge research and development.

  The Keihanna MICE Town project contributes to the creation of new 

opportunities for business and innovation by hosting conventions and 

other events, and promotes networking between visitors, local 

researchers and residents. The project aims to provide a location 

suited to international conventions that creates pioneering knowledge 

and intellectual exchange. Visitors can tour research labs in different 

fields including telecommunications, environment and energy, 

medicine, and biotechnology.
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は、豊かな海とその幸に恵まれ、農業も盛んな山紫水明

の地。このあたりにはかつて、強大な古代文明がありました。

　古代には、この地域一帯はタニハと呼ばれており、タニハの語源には諸説あり

ますが、天から降り、たわわに実る稲穂をみた豊受大神が名付けたとする説が有

力です。

　今も、農業が盛んで美味しい農産物が収穫されます。また、豊かな海からは、

カニや、カキやブリなど新鮮な魚介類が獲れます。

  Kyoto by the Sea is blessed with rich seafood, abundant agriculture, and beautiful 

scenery. There was also a powerful ancient civilization in this area.

  In ancient times, this area was called Taniha. There are several theories on the 

etymology of Taniha, but the most prominent theory is that it was so named by the 

goddess Toyouke when she descended from heaven and saw the richly laden rice 

plants.

  Today the area still boasts abundant harvests of delicious produce and fresh 

seafood (crabs, oysters, yellowtail, etc.) from the sea.

は、豊かな自然環境の中で、おいしいお米や

京野菜、丹波大納言小豆や丹波黒大豆、丹波栗、松茸など、「森の恵み」

と言える高品質な食材の産地であり、京都に都があった頃から、京の

食文化、和食文化を支えてきました。

　まさに『食材の宝庫』と呼ぶのにふさわしい地域です。また、ワイ

ン製造工場もこのエリアにあります。ワインとともに地元で採れた新

鮮な農作物の料理を楽しむことができます。

  With its abundant nature, Woodland Kyoto produces high-quality 

produce, or "blessings from the forest," including delicious rice, Kyoto 

vegetables, Tamba Dainagon adzuki beans, Tamba black beans, 

Tamba chestnuts, matsutake mushrooms, and more. The area has 

supported the Japanese food culture of Kyoto ever since Kyoto was the 

capital of Japan.

  This is truly a "treasure box of ingredients." There are even wine 

makers in the area, and visitors can enjoy local wines together with 

delicious meals prepared with fresh locally-harvested produce.

京

Enjoy
the 
Japanese food 
of Kyoto

の

食
を
楽しむ

海の京都

森の京都
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は、茶生産地として 800 年にわた

る歴史を有し、素晴らしい景観を形成するとともに、現在も最高

品質の緑茶を生産している産地です。中国から渡来したお茶を育

み、茶人や時々の権力者等の支持を得る中で技術革新を繰り返し、

「抹茶」「煎茶」「玉露」を生み出し日本の喫茶文化をリードして

きた、まさに「日本茶のふるさと」です。高品質なお茶を味わう

だけでなく、800 年の歴史と文化を体感し、素晴らしい景観を堪

能することができます。

  Kyoto Infused with Tea has a history of 800 years as a producer 

of tea. The location boasts breathtaking views and continues to 

produce top-quality green tea even today. With support from tea 

masters and people in power, and through multiple technical 

innovations, this region cultivated the tea that was initially brought 

over from China and over the years developed matcha, sencha 

and gyokuro teas. It is a leader of Japanese tea culture and the 

home base of Japanese tea. Visitors can taste high-quality tea, 

experience the history and culture of 800 years, and enjoy the 

scenic views.

お茶の京都

竹の里・乙訓 は、かつて日本の都であった地です。

　桓武天皇は、延暦 3年（西暦 784年）に平城京から乙訓郡（向日市、長岡京市、大山崎町、

京都市の一部）に都を遷しました。それが長岡京で、ほぼ平安京に匹敵する規模の都でした。

　長岡京は、延暦13年（西暦794年）に平安京に遷都され、都であったのは、10年間でしたが、

日本の歴史上、重要な時代です。

　この地で採れる特産品の「京たけのこ」は、食用たけのこの代表品種である「孟宗竹」

を用い、独特の方法で栽培されます。京たけのこは、「白子たけのこ」

と呼ばれ、色の白さと刺身ができるほどの軟らかさ、加えて独特の

風味があることが特徴です。

  Kyoto Otokuni Bamboo Grove was once the center of 

the capital of Japan.

  In 784 Emperor Kanmu moved the capital from 

Heijo-kyo to Otokuni (an area that covers present-day 

Muko City, Nagaokakyo City, Oyamazaki Town, and part 

of Kyoto City). He named his capital Nagaoka-kyo, which 

was almost as large as Heian-kyo. The capital was moved to 

Heian-kyo in 794, and thus Nagaokakyo was only the capital for 

ten years. However, this was an important time in Japanese 

history.

  Kyo-takenoko (bamboo shoots of the edible moso bamboo) is a 

delicacy from this area that is harvested using unique methods. 

Kyo-takenoko is also called Shirako-takenoko. It is white and so soft that you can 

eat it raw, with a unique flavor.
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海の京都×MICE

天橋立
日本海と、大江山を源流とする野田川が流れ込む阿
蘇海が造り出した自然の芸術で、約 3.6kmの砂州に、
約 8,000 本の松並木が続く白砂青松の景観は琴線に
触れる神秘的な美しさを誇ります。
・宮津市文珠天橋立公園
・京都丹後鉄道「天橋立」駅下車徒歩５分

海の京都エリア
　京都府の日本海側に面する「海の京都」は、古代より神話や伝説の

舞台にもなった地。空と海に囲まれた雄大な景色は、京に都が置かれ

た平安京の時代に、貴族の憧れとして和歌に詠まれたほどです。日本

三景のひとつである天橋立や、漁村独特の風情を伝える伊根湾舟屋群

など、海の歴史を形作ってきた風景を今に留めています。

Kyoto by the Sea
  Kyoto by the Sea is on the Japan Sea side of Kyoto Prefecture. It is home to 

mythological and legendary stories from ancient times. The grand views of sky 

and ocean are featured in many poems written by the nobility of the Heian court 

when Kyoto was the capital. Here visitors will find untouched landscapes that 

helped create the history of Kyoto's ocean, including Amanohashidate, one of 

Japan's top three scenic views, and the boat houses of Ine, a unique fishing 

village.

Amanohashidate
This natural land bridge is formed by the Japan Sea 
and the Asokai Sea, which receives the Noda River 
(source at Mt. Oe). The sandbar is about 3.6 
kilometers long and has around 8,000 pine trees. 
The white sand and green pines create a mythical 
and moving vision.
 - Miyazu City Monju Amanohashidate Park
 - 5 min. on foot from Amanohashidate Station, Kyoto 
Tango Railway

舞鶴市

200人収容の多目的ホールから、
ユニークベニュー会場まで。

日本三景の一つである天橋立や赤レンガパークなど、
歴史をめぐる観光ツアーなど。

地酒、ワイナリーなど地元企業の見学や地元伝統
産業の体験や伊根の舟屋ガイドツアーなど。

/ Maizuru

宮津市 / Miyazu

京丹後市 / Kyotango

伊根町 / Ine

与謝野町 / Yosano

福知山市 / Fukuchiyama

綾部市 / Ayabe

MICE開催

エクスカーション

アフター
コンベンション

10 MICE in KYOTO



・京丹後市丹後町間人 632-１
・TEL: 0772-75-2212
・https://www.hashiudosou.com/
・収容人数 : 50 人
◆京都丹後鉄道「峰山」駅から丹後海陸交通バスで
　「丹後庁舎前」下車すぐ

丹後温泉はしうど荘（伝習館） 
Tango Onsen Hashiudosou

京丹後市 / Kyotango

京丹後市 / Kyotango

・京丹後市久美浜町 3102
・TEL: 0772-82-2356
・http://www.inabahonke.com/
・収容人数 : 50 人
◆京都丹後鉄道「久美浜」駅下車、徒歩約 10分         

豪商稲葉本家 Inaba Honke

・京丹後市峰山町鱒留 1642
・TEL: 0772-62-7720
・http://www.kk-giken.jp/tennyonosato/
・収容人数 : 30 人
◆京都丹後鉄道「峰山」駅から車で約 15分        

天女の里
Tennyo-no-Sato

京丹後市 / Kyotango

コンベンション施設・展示会場 Convention Facilities

・舞鶴市字北吸 1039-2
・TEL: 0773-66-1096
・収容人数 : 200 人
◆JR「東舞鶴」駅から京都交通バスで「市役所前」下車、徒歩 2分
◆JR舞鶴線「東舞鶴」駅下車、徒歩約 15分         

舞鶴赤れんがパーク２号棟
Maizuru Brick Park Building  No.2

舞鶴市 / Maizuru

・宮津市字里波見
・TEL: 0772-28-9111
・ http://www.eco-future-park.jp/
・収容人数 : 50 人
◆丹後海陸交通バス「宮津駅」または京都丹後鉄道「天橋立」駅から
　丹後海陸交通バスで「海と星の公園下」下車、徒歩約 20分         

丹後 海と星の見える丘公園
Tango Eco-Future Park

宮津市 / Miyazu

11MICE in KYOTO



・京丹後市弥栄町鳥取 123
・TEL: 0772-65-4193
・https://tango-kingdom.com/        
・収容人数：100人 1室、30人 1室
◆京都丹後鉄道「網野」駅から丹後海陸交通バスで
　「丹後王国「食のみやこ」」下車　（土日祝、盆期間、年末年始運休）
◆京都丹後鉄道「網野」駅・「峰山」駅から車で約 20分

丹後王国「食のみやこ」
Tango Kingdom "Shoku-no-Miyako"

伊根町 / Ine 与謝野町 / Yosano

京丹後市 / Kyotango

京丹後市 / Kyotango 京丹後市 / Kyotango

・京丹後市大宮町三坂 105-3
・TEL: 0772-64-5558
・https://www.city.kyotango.lg.jp/top/
kanko_bunka_sports/shogaigakushu/6738.htm
・収容人数 : 100 人 1室、20人 1室
◆京都丹後鉄道「京丹後大宮」駅から車で約 5分

大宮ふれあい工房
Omiya “Fureai” Factory

・京丹後市網野町掛津 1250            
・TEL: 0772-72-5511                                        
・http://www.nakisuna.jp/
・収容人数 : 30 人
◆京都丹後鉄道「網野」駅から丹後海陸交通バスで「琴引浜」下車すぐ 

琴引浜鳴き砂文化館
Kotohikihama Singing Sand Museum

・与謝郡伊根町字平田 593-1
・TEL: 0772-32-1700
・http://funayabiyori.com/
・収容人数 : 20 人
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から丹後海陸交通バスで「伊根」下車、
　徒歩約 10分

伊根町観光交流施設 舟屋日和
Funaya Biyori

・与謝郡与謝野町字加悦 1060
・TEL: 0772-43-9016
・http://www.town-yosano.jp/wwwg/
info/detail.jsp?common_id=862
・収容人数 :100 人
◆京都丹後鉄道「与謝野」駅から丹後海陸交通バスで
　「ちりめん街道」下車すぐ

旧加悦町役場庁舎
Former Kaya-cho Town Hall
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京都府野田川ユースセンター

野田川わーくぱる

伊根町コミュニティセンターほっと館

舟屋食堂

公益財団法人
丹後地域地場産業振興センター アミティ丹後
Amity Tango

府中の郷（府中地区公民館）

ホテル北野屋

天橋立ホテル

Hotel ＆ Resorts KYOTO-MIYAZU

宮津市福祉・教育総合プラザ

みやづ歴史の館

舞鶴市総合文化会館

京都府立中丹勤労者福祉会館

Kyoto Prefectural Nodagawa Youth Center

Nodagawa Workpal

Ine-cho Community Center "Hotto-kan"

Funaya Shokudo

Fuchu District Public Center "Fuchu-no-Sato"

Hotel Kitanoya

Amanohashidate Hotel

Miyazu City Welfare and Education Plaza

Miyazu History Hall

Maizuru City Cultural Hall

舞鶴 21ビル
Maizuru 21

舞鶴市商工観光センター
Maizuru-City Shokokanko Center

Kyoto Prefectural Chutan Labor and Welfare Center

与謝郡与謝野町字三河内 48-1

与謝郡与謝野町字四辻 161

与謝郡伊根町字日出 651

与謝郡伊根町字平田 491

京丹後市網野町網野 367

宮津市字中野 678

宮津市字文珠 100

宮津市字文珠 310

宮津市字田井小字岩本 58

宮津市字浜町 3012　宮津阪急ビル
（宮津シーサイドマートミップル 3、4階）

宮津市字鶴賀 2164

舞鶴市字浜 2021

福知山市昭和新町 105

0772-42-2000

0772-42-7711

0772-32-0566

0772-32-0800

0772-72-5261

0772-27-0014

0772-22-4126

0772-22-4111

0772-25-1800（代表）

0772-45-1618

0772-20-3390

0773-64-0880

0773-23-2216

100 人 1室、30人 1室

380 人 1室、48人 1室、30人 1室

200 人 1室、20人 1室

16人

150 人 1室、50人 1室、30人 1室

100 人

80人

250 人 1室、150人 1室

400 人 1室、150人 1室、
64人 4室、48人 4室

108 人 1室、90人 1室、36人 2室

286 人 1室、110人 1室、30人 2室

350 人

舞鶴市字喜多 1105-1 0773-77-2421
54 人１室、36人 2室、24人 1室
（３室通し 126人利用可）

舞鶴市字浜 66 0773-64-6800
ホール 336人、15人 1室、
12人 3室等

180人 1室、100人 1室、
10～60人 10室

施設名 住所 電話 収容人数

与謝野町 / Yosano

・与謝郡与謝野町字与謝 292-2
・TEL: 0772-43-1581
・http://www.town-yosano.jp/wwwg/section/detail.jsp?common_id=443
・収容人数 : 50 人 1室、20人 2室
◆京都丹後鉄道「与謝野」駅から車で約 40分

加悦双峰公園
Kaya Sobo Park

与謝野町 / Yosano

・与謝郡与謝野町字加悦 1085
・TEL: 0772-43-1166
・http://www.town-yosano.jp/wwwg/section/detail.jsp?common_id=404
・収容人数 : 20 人
◆京都丹後鉄道「与謝野」駅から丹後海陸交通バスで「ちりめん街道」下車、 
　徒歩約３分

旧尾藤家住宅
Former Bito Family Residence

コンベンション施設・展示会場（その他） Convention Facilities: Other
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　「いいお酢はいいお米から」という考えのもと、昭和 39 年か
ら地元の棚田で無農薬の新米だけを原料にお酢を醸造。
　いいお米を作るための新しい農法の研究や昔ながらのお酢の
製法「静置発酵」の説明など、こだわりのお酢づくりを体感で
きます。

・宮津市字小田宿野 373
・TEL: 0772-25-0015
・9:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）、日曜・祝日休（5月下旬～ 6月初旬、  
  9 月中下旬は農作業のため要確認）
・蔵見学は要予約（無料）※所要時間：１時間～１時間 30分
・https://www.iio-jozo.co.jp/
◆京都丹後鉄道「宮津」駅から車で約１0分

株式会社飯尾醸造
Iio-jozo Co., Ltd.

宮津市 / Miyazu

宮津市 / Miyazu

宮津市 / Miyazu

　地酒蔵のたたずまいに触れ、酒造りを体感できる「天の蔵」は、
天の恵みである水との調和を大切にするのがコンセプト。
　試飲体験施設では、蔵の歴史や銘柄の由来の説明、酒造りの
説明を聞くことができます。酒蔵のたたずまいの見学では、「天
保蔵（1832 年築の創業蔵）」にあるかつての釜場や仕込蔵など、
当時の様子をそのまま残した空間を見ることができます。

・宮津市字由良 949
・TEL: 0772-26-0001
・9:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）水曜日・年末年始休
・酒造見学は要予約（無料）　所要時間 30分
・https://www.hakurei.co.jp/
◆京都丹後鉄道「丹後由良」駅下車、徒歩約 7分

ハクレイ酒造「天の蔵」
HAKUREI BREWING Co.,Ltd.

　海の京都の自然がもたらす気候と本場ドイツ仕込みの醸造技
術とが融合された京都府北部唯一のワイナリー。
　製造工程の見学やワイナリーでしか楽しめない製造過程の貴
重なワインを試飲できます。地元で栽培した葡萄を使用した地
ワインも製造しています。

・宮津市字国分 123
・TEL: 0772-27-2222
・10:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）、水曜日休
・入館無料（説明が必要な場合は要予約）※所要時間：30分
・http://www.amanohashidate.org/wein/
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から丹後海陸交通バスで
　「天橋立ワイナリー前」下車すぐ

天橋立ワイナリー
Amanohashidate Winery

　日本最大の絹織物産地「丹後」。
丹後で生産される「丹後ちりめん」などの絹織物の精練加工や
染色、耐スレ加工など、高付加価値加工を製品に施しています。

・京丹後市大宮町河辺 3188
・TEL: 0772-64-2490（代）
・9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00（要予約）土・日曜日、祝日休
※大人数での見学については、複数グループに分かれての見学になる場合あり
・高校生以上 500円、小中学生無料
・https://www.tanko.or.jp
◆京都丹後鉄道「京丹後大宮」駅から車で約 6分

丹後織物工業組合 加工場
Tango Textile Industrial Association

京丹後市 / Kyotango

視察企業・施設等 Company Visits and Facility Tours
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　世界各地の古代遺跡など様々なれんがや日本におけるれんが
の歴史などを紹介する世界唯一のれんが博物館。明治 36 年
（1903）に建てられた海軍の魚雷倉庫を改装した建物は、れん
が建築物として貴重です。
・舞鶴市字浜 2011
・TEL: 0773-66-1095
・9:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）、年末年始休
・一般 400円、学生 150円
・https://akarenga-park.com/facility/facility_01.html
◆JR「東舞鶴」駅下車、徒歩約 15分

舞鶴市立赤れんが博物館
Maizuru World Brick Museum

舞鶴市 / Maizuru 舞鶴市 / Maizuru

宮津市 / Miyazu

　シベリアの地での抑留生活を知る資料をはじめ、引揚に関す
る模型や写真など、貴重な資料の展示を行っています。

・舞鶴市字平 1584
・TEL: 0773-68-0836
・9:00 ～ 17:00（最終入館 16:00）、毎月第３木曜日（８月と祝日を除く）
　年末年始休
・一般 400円、学生 150円
・https://m-hikiage-museum.jp/
◆JR「東舞鶴」駅から京都交通バス「引揚記念館前」すぐ

舞鶴引揚記念館
Maizuru Repatriation Memorial Museum

　自然いっぱいの天橋立でビーチヨガ、魚釣りやシーカヤック
などのアウトドア体験、ちりめん小物づくりや海産物の燻製作
り体験などが楽しめます。
・宮津市字中野 934-1
・TEL: 090-9047-5896
・9:00 ～ 18:00　不定休
・https://www.facebook.com/amanohashidate.activitycenter/
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から観光船で「一の宮桟橋」下船、徒歩約 5分

天橋立アクティビティセンター
Amanohashidate Activity Center

宮津の煉り製品作りを体験できます。

・宮津市字漁師 1775-25 宮津天橋立漁師町ととまーと内 煉り製品体験工房
・TEL: 0772-25-9006
・9:00 ～ 18:00（要予約）火曜日・日曜日休
・1,200 円（税別）
・http://www.totomart.jp/
◆京都丹後鉄道「宮津」駅下車、徒歩約 25分

宮津天橋立漁師町ととまーと
TOTO-Mart Miyazu KYOTO

宮津市 / Miyazu

京丹後市 / Kyotango

　楽しみながらフルーツを収穫し、おいしくいただくことも
できます。季節の様々な旬のフルーツを楽しめます。

・京丹後市久美浜町葛野周辺
・TEL: 0772-83-2000
・8:00 ～ 17:00　年中無休
・メロン狩り 2,100 円、梨狩り 一般 850 円、小人 750円、幼児 550円
  ぶどう狩り 農園により異なる（1,650 円程度）
・http://sankaikan.net/
◆京都丹後鉄道「小天橋」駅下車、徒歩約 10分

道の駅くみはまSANKAIKAN
Michi-no-Eki Kumihama SANKAIKAN

体験施設  Experiences Facilities
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京丹後市 / Kyotango 京丹後市 / Kyotango

　森を散策しながら山菜を採ったり、川で魚を釣ったり、アウ
トドア体験ができる施設。また、こんにゃくづくりやそば打ち
体験もできます。

・京丹後市峰山町鱒留 1642
・TEL: 0772-62-7720
・9:00 ～ 17:00　年中無休
・こんにゃくづくり 1,650 円、そば打ち 2,700 円、
　餅つき 7,500 円、魚釣り 1,500 円
・http://www.kk-giken.jp/tennyonosato/
◆京都丹後鉄道「峰山」駅から車で約 15分

天女の里
Tennyo-no-Sato

　鳴き砂を通して、人と自然との関わりや海の環境保全につい
て考え、学ぶ施設。

・京丹後市網野町掛津 1250
・TEL: 0772-72-5511
・9:00 ～ 16:30 火曜日・年末年始休
・キャンドル作り 大 1,100 円、小 1,000 円
　万華鏡 800 円
　流木フレーム 大 1,200 円、中 900円、小 700円
　小貝の小瓶 300 円ほか
・http://www.nakisuna.jp/
◆京都丹後鉄道「網野」駅から丹後海陸交通バスで「琴引浜」下車すぐ

琴引浜鳴き砂文化館
Kotohikihama Singing Sand Muesum

　地元ガイドとともに、伊根湾舟屋群を観光するツアー。
　舟屋内部の見学や地元酒蔵での試飲なども楽しめます。

・与謝郡伊根町字平田 491
・TEL: 0772-32-0277（伊根町観光協会）
・要予約　
・年末年始休　　
・参加料：要問合せ
・http://www.ine-kankou.jp/english/
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から丹後海陸交通バスで「伊根」下車すぐ

舟屋ガイドとめぐるまるごと伊根体験
Ine Experience Tour

伊根町 / Ine

与謝野町 / Yosano

与謝野町 / Yosano

　卓上の手織機で織物作りを体験。好きな色の糸を使って、
コースター等が作れます。

・与謝郡与謝野町字加悦 1060（旧加悦町役場庁舎）
・TEL: 0772-43-0155（与謝野町観光協会）
・10:00 ～ 16:00（体験時間 30分）
・体験料 コースター 900円
・８人以上は要予約
・http://yosano-kankou.net/
◆京都丹後鉄道「与謝野」駅から丹後海陸交通バスで「ちりめん街道」
　下車すぐ

手織り体験
Hand-Weaving Experience

　1863 年に再建された和と洋の世界が融合した旧尾藤家住宅で
丹後ちりめんの着物の着付け体験ができます。

・与謝郡与謝野町字加悦 1085
・TEL: 0772-43-0155（与謝野町観光協会）
・所要時間 : 約 4時間～
・４日前までに要予約
・http://yosano-kankou.net/
◆京都丹後鉄道「与謝野」駅から丹後海陸交通バスで「ちりめん街道」下車、
　徒歩約３分

丹後ちりめん本格着物体験
Tango Chirimen Real Kimono Experience
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　伊根湾をとり囲み、海にうかぶように、230 棟が軒を連ねて
いる景観は見事。ほとんどが 2 階建てで、階下は船や漁具の格
納と納屋のような機能をもち、2 階は住居、2 次的な生活の場
として使われています。

・与謝郡伊根町
・TEL: 0772-32-0277（伊根町観光協会）
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から丹後海陸交通バスで「伊根」下車

伊根の舟屋
Ine no Funaya Houses

舞鶴市 / Maizuru

宮津市 / Miyazu

伊根町 / Ine

　東舞鶴と西舞鶴の中間にある五老ヶ岳。標高 301.2ｍの展望
タワーからは、複雑に入り組んだリアス式海岸と点在する島々
からなる近畿百景一位の舞鶴湾を一望できます。

・舞鶴市字上安 237
・TEL: 0773-66-2582
・平日 9:00 ～ 19:00（最終入館 18:30）
　土・日・祝日　9:00 ～ 21:00（最終入館 20:30）
　12～ 3月は 17:00 まで（最終入館 16:30）
・一般 200円、小・中学生 100円
◆JR「西舞鶴」駅または京都丹後鉄道「西舞鶴」駅から車で約 15分

五老スカイタワー・五老ケ岳公園
Gorogatake Park

　天照大神、豊受大神がこの地から伊勢神宮に移ったという故
事から元伊勢と呼ばれる由緒正しき神社です。

・宮津市字大垣 430
・TEL: 0772-27-0006
・7:00 ～ 17:00（季節により変動あり）年中無休
・拝観無料
・https://www.motoise.jp/
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から観光船で「一の宮桟橋」下船、徒歩約 5分

丹後一宮　元伊勢籠神社
Motoise Kono Shrine

宮津市 / Miyazu

　日本三景天橋立を望む景勝地にあり、西国巡礼第 28 番の札
所。身代わり観音のお話で知られる願い事がかなう（なりあう）
お寺として有名。

・宮津市成相寺 339
・TEL: 0772-27-0018
・8:00 ～ 16:30 年中無休
・入山料　一般 500円、中高生 200円、小学生以下無料
  団体 30人以上（一般）400円
・http://www.nariaiji.jp/
◆京都丹後鉄道「天橋立」駅から観光船で「一の宮桟橋」下船、徒歩約 5分、
　ケーブル、またはリフトに乗り換え「傘松公園」下車、登山バスに乗り
　換え「成相寺」下車

成相寺
Nariai-ji Temple

観光施設・観光名所 Tourist Facilities
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ホテル リゾーピア久美浜　

旅館 海舟

佳松苑

シティーホテル峰山　

ホテル丹後王国　

碧翠御苑

久美浜温泉湯元館

昭恋館よ志のや

丹後の湯宿ゑびすや

プラザホテル吉翠苑

京都府立 丹後 海と星の見える丘公園

ペンションわすれなぐさ

旅館 芳月

料理旅館 松風　　

海月楼

民宿 浜乃家　　　

湯らゆら温泉郷 汐汲苑　

京都府立青少年海洋センターマリーンピア

Hotel ＆ Resorts KYOTO-MIYAZU

海辺の宿 旅館 つるのや

旅館 高島屋　

旅館 銀水

天橋立宮津温泉 茶六本館 老舗料理旅館　

天橋立宮津温泉 茶六別館　

文人墨客の宿 清輝楼

神風楼　

旅館 一の家

料理旅館 坂元家　

旅館 松風荘

ワインとお宿 千歳CHITOSE

天橋立 酒鮮の宿 まるやす

仁風荘

料理旅館 鳥喜

対橋楼

旅館 松月

玄妙庵

天橋立荘　　

ホテル北野屋　

文珠荘

オーベルジュ天橋立　　

天橋立ホテル　　　　　

ホテルベルマーレ 

ホテルアルスタイン

ホテルアマービレ舞鶴

施設名 住所 電話 宿泊人数

Hotel Resorpia Kumihama

Kaishu Ryokan

Kasyouen

City Hotel Mineyama

Hotel Tango Kingdom

Hekisui Gyoen

Kumihama Onsen Yumotokan

Shorenkan Yoshinoya Ryokan

Ebisuya

Kissuien

Tango Eco-Future Park

Wasurenagusa

Hougetsu Ryokan

Matsukaze Ryokan

Kaigetsuro

Hamanoya

Shiokumien

Marinpia

Hotel ＆ Resorts KYOTO-MIYAZU

Tsurunoya

Takashimaya Ryokan

Ginsui Ryokan

Charoku Honkan

Charoku Bekkan

Seikiro

Shinpuro　

Ichinoya Ryokan

Sakamotoya　

Shofuso Ryokan

CHITOSE

Maruyasu

Jinpuso

Toriki Ryokan

Taikyourou

Shougetsu Ryokan

Genmyouan

Amanohashidate-sou

HOTEL KITANOYA

Monjusou

Auberge Amanohashidate

Amanohashidate Hotel　　　　

Hotel Bellmare 

Hotel Arstainn

Hotel Amabile Maizuru

京丹後市久美浜町湊宮 1302-2

京丹後市網野町浜詰 46-4

京丹後市網野町木津 247

京丹後市峰山町新町 1654  

京丹後市弥栄町鳥取 123

京丹後市久美浜町湊宮 1452

京丹後市久美浜町平田 1106-4

京丹後市丹後町間人 1297-3

京丹後市網野町木津 196-2

京丹後市峰山町杉谷 943

宮津市字里波見　

宮津市字由良 3400-8　

宮津市字由良 225　　　　

宮津市字由良 3171　

宮津市字由良 3800-1　　

宮津市字由良 830　

宮津市字由良 234　

宮津市字田井小字大池 382

宮津市字田井小字岩本 58　

宮津市字獅子崎 198-1　

宮津市字魚屋 1001-1　　

宮津市字魚屋 960　

宮津市字魚屋 866　　

宮津市字島崎 2039-4

宮津市字魚屋 937　

宮津市字江尻 73-6

宮津市字大垣 115

宮津市天橋立一の宮海岸

宮津市字大垣 24

宮津市字文珠 472

宮津市天橋立駅前通り 640-3　

宮津市字文珠 185-18

宮津市字文珠 463-5　　

宮津市天の橋立回旋橋畔

宮津市字文珠 460

宮津市字文珠 32-1   

宮津市字文珠赤岩 584　

宮津市字文珠 100

宮津市天橋立海岸  

宮津市字文珠 310  

宮津市字文珠 310　

舞鶴市字浜 2002-3

舞鶴市南浜町 20-5    

舞鶴市字浜 18

0772-83-1380

0772-74-0825

0772-74-9009

0772-69-5100

0772-65-4567

0772-83-0355

0772-83-1071

0772-75-2284

0772-74-0025

0772-62-5111

0772-28-9111

0772-26-0434

0772-26-0804

0772-26-0139

0772-26-0054　

0772-26-0075

0772-26-0234

0772-22-0501

0772-25-1800　

0772-22-2243　

0772-22-2627

0772-22-2347

0772-22-3347

0772-22-2177

0772-22-4123　

0772-27-0007

0772-27-0005

0772-27-0045

0772-27-0135

0772-22-3268

0772-22-2310（代表）

0772-22-3934

0772-22-0010

0772-22-2101

0772-22-2141　

0772-22-2171　　　

0772-20-1126

0772-22-4126  

0772-22-7111

0772-22-0650

0772-22-4111

0773-66-2000

0773-65-1010　

0773-65-5000

260 人

160 人

150 人

一望館 Ichiboukan 京丹後市網野町浜詰 266 0772-74-0190 100 人

みなと悠悠 Minato Yuu Yuu 京丹後市久美浜町湊宮 2102-1 0772-83-2329 100 人

120 人

70人

70人

40人

40人

90人

100 人

40人

20人

28人

24人

30人

30人

50人

225 人

734 人

22人

23人

25人

30人

50人

50人

28人

25人

60人

45人

20人

18人

20人

25人

25人

40人

50人

100 人

120 人

130 人

40人

242 人

163 人

122 人

120 人

宿泊施設 Accommodations
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施設名

農林漁業体験民宿（体験内容は、各施設により異なります。）

住所 電話 宿泊人数

CAFÉ & BB guri

伊根ステイ ときわ

伊根舟屋ステイ 海凪（みなぎ）　

舟屋の宿 和光　

橋立ベイホテル

料理旅館 井筒屋 

かや山の家

加悦双峰公園（アウトドア施設） 

京都府野田川ユースセンター

CAFÉ & BB guri

Ine Tokiwa

Funaya-Minagi

Funaya-Wako

Hashidate Bay Hotel

Izutsuya 

Kaya Yama-no-ie

Kaya Sobo Park 

Kyoto Prefectual Nodagawa Youth Center

与謝郡伊根町字平田 127

与謝郡伊根町字平田 538  

与謝郡伊根町字平田 550   

与謝郡伊根町字亀島 276-1、276-3

与謝郡与謝野町字岩滝 68

与謝郡与謝野町字加悦 1050

与謝郡与謝野町字温江 1401

与謝郡与謝野町字与謝 292-2 

与謝郡与謝野町字三河内 48-1

0772-45-1534

0772-32-0277

0772-32-0277

090-1592-9395

0772-46-6100

0772-42-2012

0772-43-0860  

0772-43-1581

0772-42-2000

6 人※１日１組限定

7人※１日１組限定

6人※１日１組限定

5人※１日１組限定

118人

15人

60人

157 人

50人

（伊根町観光協会）

（伊根町観光協会）

ふるま家

ひでじろう

長宮農園　

農家民泊さかや　

鹿鳴庵

三岳山 天空の宿

古民家１棟貸し切りの宿 農家民泊 温古里  

伊根の舟屋雅

舟屋の宿あうら　

舟屋の宿まるいち

舟屋の宿ながはま

Furumaya

Hidejiro

Nagamiya Farm

Sakaya

Rokumei-an

Mitakesan Tenku-no-yado

Hokkori

Ine-Funaya-Miyabi

Funaya-Aura

Funaya-Maruichi

Funaya-Nagahama

福知山市三和町上川合 156　

福知山市三和町岼 209　　

福知山市三和町岼 595　　　　

福知山市三和町千束 147   

福知山市字北山 500-1

福知山市字上佐々木 773-4

京丹後市弥栄町須川 419-2

与謝郡伊根町字平田 552

与謝郡伊根町字平田 56　

与謝郡伊根町字亀島 940　

与謝郡伊根町字亀島 819　　

0773-58-2236

0773-58-2891

0773-58-2265

0773-58-4067

0773-34-0817

0773-33-2527

0772-62-0934

0772-32- 0280  

0772-32-0067

0772-32-0608

0772-32-0277

4 人 1室、3人 1室

4人 1室、3人 1室  ※1日 1組限定

4人 1室

6人 2室

3人 2室

5人 1室

最大 8人　※１日１組限定

5人 1室　※１日１組限定

6人１室　※１日１組限定

8人 1室　※１日１組限定

5人 1室　※１日１組限定

施設名 住所 電話 宿泊人数

宿泊施設 Accommodations

奥伊根温泉 油屋別館 和亭　

奥伊根温泉 油屋 本館

Okuine Onsen Aburaya Annex Nagomitei

Okuine Onsen Aburaya

与謝郡伊根町字津母 570

与謝郡伊根町字津母 570

0772-32-0306　

0772-32-0972

36 人

95人

（伊根町観光協会）
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森の京都×MICE

森の京都エリア
　森が育んできた自然は、今も昔もそこに住む人々に多くの恵

みを与えています。美山のかやぶきの里で見ることができる、

土地の人々の暮らしぶりを伝える家々や、大江山をはじめとし

た山々からの雄大な眺めが、ここにはあります。

Woodland Kyoto
  The nature nurtured by the forests has always blessed the livelihoods of 

the people. The houses of Miyama's "Kayabuki no Sato" (village of 

thatched roofs) express the lifestyles of residents who live off the land, 

and Mt. Oe and other mountains offer grand views.

亀岡市 / Kameoka

南丹市 / Nantan

綾部市 / Ayabe

京丹波町 / Kyotamba

福知山市 / Fukuchiyama

かやぶきの里
山林を背景に 30 棟以上ものかやぶき民家が林立。日本の昔な
がらの風景と自然が共存してきた生活文化を感じられます。
・南丹市美山町北
・見学自由
・JR「園部」駅又は「日吉」駅から南丹市営バス「北」下車。

Kayabuki no Sato
This village has more than 30 thatched roof houses against a 
backdrop of a forest-covered mountain.
Visitors can catch a glimpse of the village lifestyle, which has 
coexisted with nature and the traditional landscape.
 - Miyama-cho Kita, Nantan-shi
 - Free to explore
 - Accessible via the Kita bus stop on the Nantan City Bus, from 
JR Sonobe Station or Hiyoshi Station

1,200 人収容のコンベンションホールから、
小規模会議に最適な会場まで。

保津川下りやるり渓などの自然体験。

地元企業やダムの見学。地元の森の
木工体験や自然と触れ合う体験など。

MICE開催

エクスカーション

アフター
コンベンション

20 MICE in KYOTO



・南丹市美山町安掛下 23
・TEL: 0771-75-9020　
・https://kyototamba-vc.com/　　
・収容人数 : 100 人
◆JR「日吉」駅から南丹市営バスで「安掛」下車、徒歩約３分

京都丹波高原国定公園ビジターセンター
Kyoto Tanba Plateau National Park Visitors Center

・船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7　
・TEL: 0771-82-0300
・http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
・収容人数 : 100 人
◆JR「園部」駅から JRバスで「自然運動公園前」下車

京都府立丹波自然運動公園
京都トレーニングセンター
Kyoto Prefectural Tanba Park 
Kyoto Training Center

南丹市 / Nantan 京丹波町 / Kyotamba

・綾部市鍛治屋町茅倉９
・TEL: 0773-47-0040
・https://ayabesatoyama.net/
・収容人数 : 100 人１室、25人 1室、10人 1室
 ◆JR「綾部」駅からあやバスで「かじや（里山交流研修センター前）」下車すぐ         

綾部市里山交流研修センター
Ayabe City Satoyama
Community Training Center

・綾部市青野町西馬場下 33-１　
・TEL: 0773-42-5205
・https://www.city.ayabe.lg.jp/kogyo/sangyo/
kogyo/monozukurikoryukan.html
・収容人数 : 120 人
◆JR「綾部」駅下車すぐ　

綾部市ものづくり交流館多目的ホール
（北部産業創造センター内）
Ayabe City Monozukuri Center Multipurpose Hall

亀岡市 / Kameoka

綾部市 / Ayabe

綾部市 / Ayabe

・亀岡市余部町宝久保 1-１
・TEL: 0771-29-2700                                          
・http://www.galleria.or.jp/
・収容人数 : コンベンションホール 1,200 人、  
  響ホール 220人、大広間 200人 5室
◆JR「亀岡」駅からバスで「ガレリアかめおか」下車

ガレリアかめおか
Galleria-Kameoka

コンベンション施設・展示会場 Convention Facilities
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南丹市日吉町生涯学習センター遊You ひよし

南丹市国際交流会館

綾部市中央公民館

京都府中丹文化会館

あやべ・日東精工アリーナ（綾部市市民センター）

綾部市Ｉ・Ｔビル

Nantan City Hiyoshi-cho Lifelong Learning Center "Yu You Hiyoshi"

Nantan City Community International Hall

Ayabe City Central Public Center

Kyoto Prefectural Chutan Cultural Hall

Ayabe Nittoseiko Arena

Ayabe City IT Building 
綾部市西町 1-49-１　

綾部市西町三丁目南大坪 39-10

綾部市里町久田 21-20

綾部市里町久田 21-20

南丹市園部町小桜町 62-1

南丹市日吉町保野田長通 24

0773-42-1920

0773-42-1320

0773-42-7705

0773-42-7782

0771-63-1777

0771-72-3300 ホール（200人）、20～ 30人 2室

ホール (300 人、150 人 )、5～ 56人９室

ホール（250人）、視聴覚室（50人）、
50人 1室、6人～ 24人 6室、和室 8人 4室

ホール（1,000 人）

120 人１室、30人 1室、
18人 1室、16人 1室、6人 1室

200 人 1室、22人 1室、
16人 4室、8人 1室

施設名 住所 電話 収容人数

コンベンション施設・展示会場（その他） Convention Facilities: Other
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南丹市 / Nantan

南丹市 / Nantan

南丹市 / Nantan

綾部市 / Ayabe

京丹波町 / Kyotamba

　1896 年に綾部市で創業したグンゼ株式会社の博物館。
グンゼの創業からのあゆみを時系列に紹介しています。
　また、大正 6年建造の本社事務所を整備したグンゼ記念館
は、社名の由来や創業の精神をはじめ祖業の蚕糸業にまつわ
る歴史的資料の展示を行っています。

・綾部市青野町膳所 1
・TEL: 平日 0773-42-3181/ 土・日・祝 0773-43-1050
・10:00 ～ 16:00 火曜日休（祝日の場合は翌日）
  ※グンゼ記念館は原則金曜日のみ開館
  ただし、団体（10人以上）は事前予約で平日（月～木）開館可
・入館無料
・https://www.gunze.co.jp/gunzehakubutu/
◆JR「綾部」駅下車、徒歩約 10分

グンゼ博物苑・グンゼ記念館
Gunze Museum and Gunze Memorial Hall

　1979年に京都初のワイナリーとして開業。
ブドウ畑やワイナリーの見学、ワインの試飲が
できるワイナリーツアーを体験できます。

・船井郡京丹波町豊田鳥居野 96
・TEL: 0771-82-2003（ツアー窓口：丹波ワインハウス）
・土日祝日 11:30 ～、 平日 11:00 ～、木曜日休
※団体の見学は、10:00 または 15:30 受付（応相談）
・要事前予約
・入館無料
・https://www.tambawine.co.jp/
◆JR「園部」駅から JRバスで「丹波高原」下車、
　徒歩約 15分

丹波ワイン株式会社
Tamba Wine Co., Ltd.

　地球環境問題の悪化を阻止し、かけがえのない地球や清ら
かな大気と水・豊かな大地を保全し、地域産業の活性化を図
るため設置した施設。乳牛糞尿や豆腐・和菓子工場等から発
生する食品工場残渣を処理する「メタン施設」と肉牛ふん尿
等や脱水ケーキを堆肥化する「堆肥施設」に大別されます。
・南丹市八木町諸畑
・TEL: 0771-42-5210
・見学は、平日 9:00 ～ 17:00 の間で要事前相談
・見学料 1,000 円
・http://himuronosato.jp/bio.html
◆JR「八木」駅下車、車で約 10分

南丹市八木バイオエコロジーセンター
Nantan City Yagi Bio-Ecology Center

　牛乳、乳飲料、ヨーグルトの製造ラインと品質管理室の見学、映像視聴、
ドリンクヨーグルトの試飲。見学時間はおよそ 1時間～ 1時間 30分です。
・南丹市八木町美里紫野１
・TEL: 0771-43-2150
・10:00 ～、13:30 ～、火・土・日・祝日及び年末年始休　※３ヶ月前から予約可能
・見学無料
・https://www.meg-snow.com/fun/factory/kyoto
◆JR「吉富」駅下車、徒歩約 15分

雪印メグミルク株式会社京都工場
MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. Kyoto Plant

南丹市 / Nantan

　生八ツ橋の製造ラインを見学できるほか、八ツ橋の手焼き体験ができま
す。また、喫茶や土産店も併設されています。
・南丹市園部町瓜生野京都新光悦村 12
・TEL: 0771-68-2800
・9:00 ～ 17:00 ～　年中無休
・工場見学は自由見学、体験料については要問合せ
◆JR「園部」駅下車、車で約 15分

井筒八ツ橋 新光悦店
Izutsu-Yatsuhashi Shin-Koetsu Store 

　日本初の試みとして、堤体内部を見学でき
ます。インフォギャラリーで実際のダムゲー
トが見学できるほか、防災資料館で地域の防
災について学ぶことができます。

・南丹市日吉町中神子ケ谷 68
・TEL: 0771-72-0171
・インフォギャラリー 10:00 ～ 16:00
　水曜日（祝日の場合は翌平日）及び年末年始休
・防災資料館 10:00 ～ 15:00、
　土・日・祝日及び年末年始休　
・https://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/
◆JR「日吉」駅下車、市営バスで約 10分

日吉ダム
Hiyoshi Dam

視察企業・施設等 Company Visits and Facility Tours
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亀岡市 / Kameoka

南丹市 / Nantan

綾部市 / Ayabe

京丹波町 / Kyotamba

　天然砥石の聖地 亀岡で、さまざまな天然砥石の展示と体験を
楽しむことができます。

・亀岡市宮前町神前長野 15　亀岡市交流会館
・TEL: 050-3700-1014
・10:00 ～ 16:00、月・火・水曜日休
・入館無料
・天然砥石体験 :
　セルフ 500円、研ぎ講習 2,000 円、砥石製作 1,500 円～
　※体験は事前予約推奨
・http://www.toishi-kan.info/
◆JR「千代川」駅からふるさとバスで「交流会館前」下車すぐ

匠ビレッジ 天然砥石館（森のステーションかめおか内）

Natural Whetstone and Hone Museum
　800年の伝統を持ち、府の無形文化財に指定されている黒谷
和紙。和紙工芸品の販売コーナーがあるほか、予約すれば紙す
き体験ができます。

・綾部市黒谷町東谷 3
・TEL: 0773-44-0213
・9:00 ～ 16:30 土・日・祝日休
・入館無料、紙すき体験 1,000 円（要予約）　※5人～
・https://kurotaniwashi.kyoto/
◆JR「綾部」駅からあやバス（黒谷線）で「黒谷和紙会館前」下車

黒谷和紙（黒谷和紙会館）
Kurotani Japanese Paper Museum

地元の森の木材を加工した木工加工体験ができます。

・南丹市日吉町天若上ノ所 25
・TEL: 0771-72-1339
・9:00 ～ 16:30（体験時間 10:00 ～ 15:00） 、水曜日休
・一般 300円、高校生 150円、小中学生 100円
  ※別途キット代金必要　（体験は要予約）
・http://forest-hiyoshi.jp/
◆JR「日吉」駅から南丹市営バスで「府民の森」下車

木工体験（STIHL の森 京都）
Woodwork Experience (STIHL Forest Kyoto)

　森のすぐ横を和知川が流れる総面積12万㎡の自然をそのまま
生かした自然活用型公園。年間15回を超える山野草展や、園内
散策ガイドツアーや苔玉づくり教室など、自然と触れ合う多く
のイベントが開催されます。

・船井郡京丹波町坂原シヨガキ 5
・TEL: 0771-84-2041
・9:00 ～ 17:00（最終受付 16:00）
  火曜日（祝日の場合は翌日）及び年末年始休
・一般 310円、小学生 210円　
・http://www.ktb.zaq.ne.jp/gfals309/
◆JR「和知」駅下車、徒歩約 35分

わち山野草の森
Wachi Wild Grass Forest Park

体験施設  Experiences Facilities
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亀岡市 / Kameoka

亀岡市 / Kameoka

南丹市 / Nantan

綾部市 / Ayabe

京丹波町 / Kyotamba

京丹波町 / Kyotamba

・亀岡市保津町下中島２
・TEL: 0771-22-5846（保津川遊船企業組合）
・9:00 ～ 15:30
 （12 月上旬～３月上旬まで 10:00 ～ 14:30）
・年末年始休（天候により休止）
・一般 4,100 円、４歳～小学生 2,700 円
・https://www.hozugawakudari.jp/
◆JR「亀岡」駅下車、徒歩約 10分

　船頭が熟練の技で操る船に乗って、雄大
な景色を眺めながら約16kmもの渓流を下っ
ていきます。

保津川下り
Hozu-gawa River Boat Ride

・南丹市園部町大河内
・TEL: 0771-68-0050 （南丹市観光交流室）
・無料
◆JR「園部」駅から南丹市営バスで
　「八田」乗り換え「るり渓」下車すぐ

　国の名勝に指定されている標高500m、
長さ４kmの渓谷。四季折々に変化する
美しい景色が訪れる人々を魅了します。

るり渓 Rurikei Valley

・船井郡京丹波町市森
・TEL: 0771-89-1717（京丹波町観光協会）
◆JR「園部」駅から JRバスで「琴滝道」下車、
　徒歩約 30分

　高さ43mの一枚岩を流れ落ちる水が、
13弦の琴糸のように美しい滝。四季
折々の景観が見事で絶好の行楽地となっ
ています。

琴滝 Kototaki Falls

・亀岡市ひえ田野町
・TEL: 0771-22-5645（湯の花温泉観光旅館協同組合）
・施設により営業時間、休館日、料金などが異なります。
・http://www.yunohana-onsen.com/
◆JR「亀岡」駅から京阪京都交通バスで
　「湯の花温泉」下車すぐ

　戦国時代（15世紀末～16世紀末）の武将たちが
刀傷を癒したと伝わる温泉郷です。

湯の花温泉 Yunohana Onsen

・綾部市安国寺町寺ノ段１
・TEL: 0773-44-1565
・８:00 ～ 18:00（10～３月 8:30 ～ 17:00）内拝観要予約
・年中無休　　
・拝観自由（志納金必要）
・https://www.ayabe-kankou.net/tourism/temple/ayabe-ankokuji.html
◆JR「綾部」駅からあやバスで「安国寺前」下車すぐ

　室町幕府（1338-1573）の初代将軍、足利尊氏の出
生の地として伝わる場所。秋の行楽シーズンには、境
内が紅葉で彩られます。

安国寺 Ankoku-ji Temple

・船井郡京丹波町質志
・TEL: 0771-86-1725
・9：00～ 17：00（日帰りの場合）
・4月～ 11月は無休、
  12 月・3月は土・日・祝日のみ開園、1・2月は休園
・一般　530円、3歳以上中学生以下　310円
◆JR「園部」駅から JRバスで約 30分「桧山」下車、町営バスに乗り換
　え約 15分「鐘乳洞口」下車、徒歩約 5分（町営バスは日・祝日運休）

　洞窟探検とアウトドアが楽しめる公園。京都府唯一の鍾
乳洞です。総延長52.5mの縦穴。洞内は4つの部分から
なっており、高低差が大きく、洞窟が曲がりくねっていま
す。もっとも広いところで幅4m、高さ8mほど。公園内に
はテントサイトやバンガローもあり、キャンプ、バード
ウォッチング、ハイキングなど、自然の中での様々な体験
が可能です。

質志鍾乳洞公園 Shizushi Limestone Cave Park

観光施設・観光名所 Tourist Facilities
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里山の休日 京都・烟河　　
松園荘保津川亭
すみや亀峰菴
おもてなしの宿　渓山閣
美山町自然文化村 河鹿荘
料理旅館枕川楼　　　
ホテル アルファ綾部
アールイン綾部
あやべ温泉 二王館
グリーンランドみずほ

施設名 住所 電話 宿泊人数

施設名

農林漁業体験民宿（体験内容は、各施設により異なります。）
住所 電話 宿泊人数

Kyoto-Keburikawa　
Shoen-so Hozugawa-tei
Sumiya Kiho-an
Keizankaku
Kajika-so
Chinsen-rou　　　
Hotel Alpha Ayabe
R-inn Ayabe
Ayabe Onsen Nio-kan
Green Land Mizuho

亀岡市本梅町平松泥ケ渕 1-1

亀岡市薭田野町芦ノ山流田 1-4  

亀岡市薭田野町湯ノ花温泉

亀岡市ひえ田野町佐伯下峠 20-6

南丹市美山町中下向 56

南丹市美山町中上前 26

綾部市駅前通 34

綾部市井倉新町瓜田 1-8

綾部市睦寄町在ノ向 10　

船井郡京丹波町大朴皿引 1-4

0771-26-2345

0771-22-0903

0771-22-7722

0771-22-0250

0771-77-0014

0771-77-0003

0773-43-1888

0773-40-5000

0773-55-0262　

0771-86-1512

169 人

350 人

70人

330 人

60人

40人

51人

74人

37人

京都府立丹波自然運動公園 Kyoto Prefectural Tanba Park 船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7 0771-82-0300 300 人

BISHAMON HOUSE
農家民宿こいや
農家民宿「Farmhouse NaNa」　

農家民宿 「めぐみ亭」

Green House 夢宿

農家民泊 「京の出合」 　　

農家民宿 「はなぶさ」 　

Farm-inn とりこと舎
みんなの居場所わっかっか！
ごまろぐ
農家民宿 「茅葺き　B＆B段」

農家民宿「荒牧家」
農家民宿 「長老の里」
農家民宿「節恵庵」 　
ばったり庵
水田家の食卓
民泊さくら
蒼鳩庵
ぽかぽかのうえん　
イワンの里
弥平治の丘　
和宿オリジン
おもてなし処 かるな庵
月あかり
里山ゲストハウス クチュール

亀岡市千歳町毘沙門平松 8

亀岡市千代川町北ノ庄宮ノ前 2

亀岡市保津町上ラ条 20　　　

南丹市日吉町生畑校元 2-2　

亀岡市宮前町猪倉宮ノ下 48 　　

船井郡京丹波町妙楽寺出合 73

南丹市美山町島英サ 10番 -1・11番合地

南丹市日吉町生畑向垣内 16-2

南丹市日吉町殿田東小牧 2-1

南丹市日吉町胡麻岡 28

南丹市美山町佐々里段 15 　　　

船井郡京丹波町妙楽寺段ノ下 29

船井郡京丹波町仏主堂ノ谷 26

南丹市日吉町佐々江明日谷 21-1

綾部市篠田町上岡 18

綾部市志賀郷町山ノ神 13　

綾部市西方町桜 34   

綾部市里町大坂 28  

綾部市上八田町ヒシロ 81　

綾部市上八田町上ノ岡ノ下 24

綾部市岡安町横田 44　

綾部市睦寄町向隅 7-1

綾部市五泉町太郎垣 2

綾部市下原町野毛 100-1

綾部市五泉町下ノ段 16　

080-3856-0904

0771-25-1586

090-2102-3715

090-2111-8209

090-6662-5649

090-8203-3347 　

0771-75-1190

090-3715-1082

0771-72-0127

0771-74-0254

0771-77-0116

0771-86-1755   

0771-84-1681

0771-73-5011

0773-21-1709

0773-21-1245 / 090-7117-9068 

0773-49-1512

080-1436-8056

0773-21-4188  

0773-21-1648

0773-44-0927

0773-21-5816

0773-21-4059

0773-21-6198

0773-21-6745

最大 5人（2室）

最大 6人（3室）

最大 6人（2室）

3人 2室

3人 2室

7人 2室

5人 2室

4人 1室

5人 1室

3人 1室

2人 3室

5人 2室

5人 1室

4人 1室、3人 2室

5人 2室

5人 1室

6人 2室

4人 2室

4人 1室、2人 1室

6人 1室、2人 1室

6人 2室

5人 1室

3人 1室、2人 1室

4人 1室

6人 2室

BISHAMON HOUSE
Koiya
Farmhouse NaNa

Megumi-tei

Green House Yumeyado

Kyo-no-Deai

Hanabusa
Guesthouse GOMA

ミヤマテラス

南丹市日吉町胡麻大戸 15-1

南丹市美山町田歌広手 9

080-6596-2947

075-257-3201

最大 4名まで

15人

Guesthouse GOMA

Miyama Terrace

Farm Inn Toricotoya
Wakkakka
GOMAROG
Thatched Roof House B&B Dan

Aramakike
Choro-no-Sato
Setsukeian
Battari-an
Mizutake
Sakura
Sokyu-an
Pokapoka Farm　
Iwan-no-Sato
Yaheiji-no-Oka
Guest house Origin
Karuna-an Guesthouse
Tsukiakari
Satoyama Guest House Couture

ガーデンロッジ 35人
コテージ 44人
大広間 61人

宿泊施設 Accommodations
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竹の里・乙訓×MICE

長岡京市 / Nagaokakyo

向日市 / Muko

大山崎町 / Oyamazaki

竹の里・乙訓
　日本最古の物語として伝わる「かぐや姫伝説」。その発祥の地の一つ

とされているのが、美しい竹林が広がる「竹の里・乙訓」。京都市の南

西に位置し、かつて長岡京という都が置かれていました。古墳や長岡

天満宮などの史跡・神社仏閣も残り、日本の歴史とともに四季の花な

どの豊かな自然とも出会えます。

Kyoto Otokuni Bamboo Grove
  Kyoto Otokuni Bamboo Grove and its beautiful bamboo forests are known as 

one of the origins of the ancient Tale of "Princess Kaguya". They are located in 

Nagaokakyo which was once the capital of the Japan and is next to the 

south-western part of Kyoto city. There are ancient tombs, ruins like the Nagaoka 

Palace, and temples and shrines. Visitors can encounter historical sites and 

beautiful nature with seasonal flowers.

「美しい日本の歩きたくなるみち 500 選」に選ばれて
いる 1.8km の竹林の散策路で、笹の音や竹の間から
差し込む木漏れ日が幻想的でフォトジェニックスポッ
トとしても親しまれています。随所にある８種類の竹
垣も注目です。
向日市寺戸町芝山～物集女町長野、中海道地内
・見学自由
・JR「向日町」駅、阪急「東向日」駅からバスで「東山」
下車、徒歩約 10分

This bamboo forest walkway is 1.8 kilometers long and 
has been selected as one of the "500 most beautiful 
walkways in Japan." The sound of the leaves hitting 
against each other and the light filtering through the 
bamboo create a mystical and photogenic world.
  Visitors should also note the eight different bamboo 
fences along the way.
Walkway extends from Shibayama, Terado-cho, 
Muko-shi to Nagano, Mozume-cho, Muko-shi within 
Nakakaido
 - Free
 - 10 min. on foot from the Higashiyama bus stop, from 
JR Mukomachi Station or Hankyu Higashimuko 
Station

神社や町家などのユニークベニュー会場。

長岡天満宮や長岡宮跡や竹の径散策など。

竹細工の工場見学や竹細工体験、タケノコ堀体験など。

MICE開催

エクスカーション

アフター
コンベンション
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長岡京市 / Nagaokakyo向日市 / Muko

・向日市向日町北山 65
・TEL: 075-921-0217
・http://www.chinju.jp.net/mukou/
・収容人数 : 約 50 人
◆阪急「西向日」駅下車、徒歩約 10分

向日神社 Muko-jinja Shrine
・長岡京市神足 2-13-10
・TEL: 075-951-5175    
・http://fureaimachiya.com/
・収容人数 : 約 30 人
◆阪急「長岡天神」駅又は JR「長岡京」駅下車、徒歩約 10分

神足ふれあい町家 Kotari Fureai Machiya

大山崎ふるさとセンター

長岡京市立産業文化会館

Oyamazaki Furusato Center

Nagaokakyo City Industrial Cultural Center

乙訓郡大山崎町字大山崎小字竜光 3

長岡京市開田 3-10-16

075-956-2310
（大山崎町役場政策総務課）

075-955-5440

100 人

10～ 30人 7室

施設名 住所 電話 収容人数

　創業 60 年以上になる竹製品の製造や卸、小売を専門とし、茶
華道具からバッグ、照明器具など幅広く取り扱っています。
花篭づくりや茶杓づくりほか竹を使う様々な体験も実施できます。

・向日市寺戸町久々相 13-2
・TEL: 075-933-7733　
・営業時間 : 8:30 ～ 17:00　土・日・祝日休　　
・http://www.toyo-bamboo.com/
◆JR「向日町」駅下車、徒歩すぐ

東洋竹工株式会社
Toyochikuko Inc.

　長岡京市西部に広がる山なみをふるさととする天然水を使用
したビールの製造工程の見学と試飲ができます。

・長岡京市調子 3-1-1
・TEL: 075-952-2020
・9:30 ～ 17:00（ガイドツアー開催時間 10:00 ～）要予約
・休館：年末年始、工場休業日
・見学無料
・https://www.suntory.co.jp/factory/kyoto/
◆JR「長岡京」駅または阪急「西山天王山」駅から送迎バスあり

サントリー〈天然水のビール工場〉京都ブルワリー
Suntory Kyoto Brewery

長岡京市 / Nagaokakyo向日市 / Muko

コンベンション施設・展示会場 Convention Facilities

コンベンション施設・展示会場（その他） Convention Facilities: Other

視察企業・施設等 Company Visits and Facility Tours
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　手間を惜しまず栽培された特産のタケノコを地元農家の
方々の指導の下、行います。掘ったタケノコの持ち帰りおよ
び、その場で焼きタケノコの試食も可能。

・TEL: 075-963-6504（向日市観光協会）
・体験場所 : 向日市内の竹林
・体験時間 : 60 分～ 90分   
・実施期間 : 3 月下旬～ 5月上旬
・一般 2,000 円　小人 1,000 円（※予定）
・http://www.muko-kankou.jp
◆JR「向日町」駅、阪急「東向日」駅からバスで「東山」下車、徒歩約 10分

タケノコ掘り体験
Bamboo Shoots Harvesting Experience

　竹の里・乙訓の地場産業である伝統の竹細工（花篭、茶杓
作り）を本格的に体験。完成した竹細工の作品はお土産にお
持ち帰りいただけます。

・向日市寺戸町久々相 13-2　※出張教室も可
・TEL: 075-933-7733　
・体験時間 60分～ 90分 
・3,500 円
・http://www.toyo-bamboo.com/
◆JR「向日町」駅下車すぐ

竹細工体験 東洋竹工株式会社
Bamboo Craft Experience at Toyochikuko Inc.

長岡京市 / Nagaokakyo

向日市 / Muko

　長岡京に本社兼工房を構える竹・木工のメーカ－。寺社仏閣の
古材などを扱い、グローバルに日本の伝統文化を発信しています。
伝統的な茶道具からお箸やカトラリーなどの生活道具まで多彩な
製品を製造販売しています。また、工場の見学やお箸作りや竹ひ
ご指輪作りなどの体験もできます。

・長岡京市勝竜寺東落辺 14-15
・TEL: 075-955-2868
・10:00 ～ 15:00 要予約
・工場見学 1,500 円、お箸づくり 2,500 円、竹ひご指輪づくり 2,500 円
・https://www.takano-bamboo.jp/
◆JR「長岡京」駅下車、車で約 10分

竹細工の匠　高野竹工株式会社
Takano Chikko Co., Ltd.

向日市 / Muko

体験施設  Experiences Facilities
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　長岡京時代（784 年～ 794 年）の桓武天皇が政務に臨んだ
場所で「大極殿」は政治を司る都の中でも最も重要な場所であ
り、「小安殿」は大極殿の後ろの建物のことで、「後殿」とも呼
ばれています。昭和 39 年に国の史跡に指定され、現在、大極
殿公園として市民の憩いの場となっています。

・向日市鶏冠井町大極殿ほか
・見学自由
◆阪急「西向日」駅下車、徒歩約 7分

大極殿跡・小安殿跡
Remains of Nagaoka Shrine Daigokuden and Oyasuden

　長岡京時代（784 年～ 794 年）に国家の政務や儀式を行っ
た場所で、現在の国会議事堂にあたります。
　中国の唐時代にあった長安城がモデルといわれ、現在は公園
として整備されています。案内所では長岡京時代の古代衣装体
験やアプリ「AR 長岡宮」が体験できる端末の貸出しを行って
います。

・向日市鶏冠井町山畑
・TEL: 075-931-3841（向日市埋蔵文化財センター）
・見学自由　　
※古代衣装体験、端末貸出は10:00～12:00、13:00～17:00の時間帯のみ
◆阪急「西向日」駅下車すぐ

朝堂院跡・朝堂院公園
Chodoin Park

　学問の神様・菅原道真公が祀られている神社。伝統的な祭事
に加え、道真公が好んだという梅やキリシマツツジなど、四季
の花を楽しむことができます。紅葉の時期には、錦景苑（庭園）
のライトアップも開催されます。

・長岡京市天神 2-15-13 
・TEL: 075-951-1025
・9:00 ～ 18:00（10～３月は～ 17:00）年中無休
・参拝自由
・https://nagaokatenmangu.or.jp/
◆JR「長岡京」駅下車、徒歩約 20分または阪急「長岡天神」駅下車、
　徒歩約 10分

長岡天満宮
Nagaoka Tenmangu Shrine

　大正から昭和期にかけて建てられた本館と、安藤忠雄氏設計
の新棟からなる美術館。年 4回の企画展を開催し、民藝運動ゆか
りの作家の作品や、モネの《睡蓮》をはじめとした西洋美術作品
等のコレクションを有します。建物随所の意匠や四季折々の庭
も美しく、本館 2階の喫茶室のテラスからは、雄大な眺望を楽し
めます。

・乙訓郡大山崎町銭原 5-3
・TEL: 075-957-3123（総合案内）
・10:00 ～ 17:00（受付は 16:30 まで）
・月曜日（祝日の場合は営業、翌日休）及び年末年始休
・入館料 900円
・https://www.asahibeer-oyamazaki.com/
◆阪急「大山崎」駅または JR「山崎」駅下車、徒歩約 10分

アサヒビール大山崎山荘美術館
Asahi Beer Oyamazaki Villa Museum of Art

長岡京市 / Nagaokakyo

向日市 / Muko 向日市 / Muko

大山崎町 / Oyamazaki

観光施設・観光名所 Tourist Facilities
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　西山浄土宗総本山。視界一面を紅葉に染める「もみじ参道」
は紅葉の名所として知られています。初夏の青もみじの時期も
お薦めです。

・長岡京市粟生西条ノ内 26-1
・TEL: 075-955-0002
・9:00 ～ 16:00 総門は紅葉期を除いて～ 18:00、年中無休
・参拝自由（紅葉期は高校生以上 500円）
・http://www.komyo-ji.or.jp/
◆JR「長岡京」駅から阪急バスで「旭が丘ホーム前」下車すぐ

光明寺
Komyo-ji Temple

　西山浄土宗光明寺の末寺であり柳谷観音の名で親しまれてい
ます。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
により、毎月 17日の縁日には多くの参拝者でにぎわいます。
初夏には約 40種約 5000 株に及ぶあじさいが見頃となります。

・長岡京市浄土谷堂ノ谷２
・TEL: 075-956-0017
・9:00 ～ 17:00
・参拝自由（新緑ウィーク、あじさいウィーク、もみじウィーク期間有料）
・https://yanagidani.jp/
◆阪急「長岡天神」駅・「西山天王山」駅または JR「長岡京」駅から
　阪急バスで「奥海印寺」下車、徒歩約 40分
　※毎月 17日の縁日の日には各駅から送迎バスあり

柳谷観音楊谷寺
Yanagidani Kannon (Yokoku-ji Temple)

長岡京市 / Nagaokakyo 長岡京市 / Nagaokakyo

ホテル ディスカバー長岡京
施設名 住所 電話 宿泊人数

Hotel Discover Kyoto Nagaokakyo 長岡京市天神 1-7-3 075-925-8855 34 人

宿泊施設 Accommodations
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京都市

お茶の京都×MICE

宇治市 / Uji

城陽市 / Joyo

京田辺市 / Kyotanabe

木津川市 / Kizugawa

久御山町 / Kumiyama

井手町 / Ide

宇治田原町 / Ujitawara

笠置町 / Kasagi

和束町 / Wazuka

精華町 / Seika

八幡市 / Yawata

南山城村 / Minamiyamashiro

お茶の京都エリア
　京都府の南部に広がる山城地域は、山あいに広がる茶畑の

景観と出会えるお茶の産地。800年以上に渡り、日本のお茶

文化を支え続け、抹茶や玉露に代表される高級茶を生み出し

てきました。世界遺産や国宝、重要文化財といった、この地

に伝わる歴史を物語る社寺も点在、宇治茶の伝統文化と日本

の歴史に触れられます。

Kyoto Infused with Tea
  The Yamashiro region spreads across the southern part of Kyoto 

Prefecture. It is a producer of tea with tea fields in the pockets of 

mountains. The region has supported the Japanese tea culture for over 

800 years, producing high-quality teas like matcha and gyokuro. There 

are temples and shrines with historical stories, including World Heritage 

Sites, national treasures and important cultural properties. Visitors can 

get a glimpse of the traditional culture of Uji tea and Japan's history.

大人数収容可能なホールから、
ユニークベニュー会場まで。

世界遺産の平等院や茶畑散策など。

茶摘み体験や製茶工場の見学など。

MICE開催

エクスカーション

アフター
コンベンション

石寺の茶畑
煎茶の主産地、和束町。町を流れる和束川がもたらす朝
霧がコクのある茶葉を生み出しています。緑豊かな山腹
に広がる茶畑の景観は、次代に継承すべき資産として京
都府景観資産登録第１号に指定されています。
・相楽郡和束町石寺
・JR「加茂」駅から車で約 15分

Ishitera Tea Fields
Wazuka is a production area of sencha tea, where the 
morning fog from the Wazuka River that winds through 
the town helps saturate rich flavor into the tea leaves. 
The view of tea fields on the green mountainsides was 
the first scene to be registered a scenic resource to be 
passed down to future generations by Kyoto Prefecture.
 - Ishitera, Wazuka-cho, Soraku-gun
 - Approx. 15 min. by car from JR Kamo Station
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・八幡市八幡在応寺
・TEL: 075-633-5120
・https://www.yodogawa-park.go.jp/sansen/
・収容人数 : 80 人１室、3０人 2室
◆京阪「石清水八幡宮」駅下車、徒歩約 10分

さくらであい館
Sakura-deai-kan

八幡市 / Yawata 八幡市 / Yawata

・八幡市八幡女郎花 43-1　
・TEL: 075-981-0010　
・https://www.yawata-bunka.jp/syokado/index.htm
・収容人数 : 100 人程度 1室、50人程度 1室、
　24人程度 4室他　　
◆京阪「石清水八幡宮」駅または京阪「樟葉」駅から京阪バスで
　「大芝・松花堂前」下車　

松花堂庭園・美術館
Shokado Garden Art Museum

・宇治市五ケ庄三番割 34
・TEL: 0774-32-3900
・https://obakusan.or.jp/
・収容人数：40人程度他
◆JR・京阪「黄檗」駅下車、徒歩約 5分

黄檗山萬福寺
Manpuku-ji Temple

・宇治市宇治山田 27-1
・TEL: 0774-21-2040
・http://uji-koushouji.jp/
・収容人数 : 80 人 1室、30人 2室、20人 1室
◆京阪「宇治」駅下車、徒歩約 15分

興聖寺
Kosho-ji Temple

宇治市 / Uji 宇治市 / Uji

八幡市 / Yawata

・八幡市八幡高坊 30
・TEL: 075-983-3983
・http://www.80003.com/
・収容人数 : 120 人 1室、14～ 40人 8室（和室含む）
◆京阪「石清水八幡宮」駅から参道ケーブルで
　「ケーブル八幡宮山上」駅下車、徒歩約 5分

石清水八幡宮清峯殿（研修センター）
Iwashimizu Hachimangu Shrine "Seiho-den"

コンベンション施設・展示会場 Convention Facilities
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南山城村文化会館（やまなみホール）

まちの駅クロスピアくみやま

木津川市中央交流会館（いずみホール）

文化パルク城陽

八幡市立生涯学習センター

八幡市文化センター

リブウェル城南（京都府立城南勤労者福祉会館／城南地域職業訓練センター）

宇治市文化会館

宇治市立生涯学習センター

宇治市産業振興センター

宇治市立 ゆめりあうじ 男女共同参画支援センター

Minami Yamashiro Cultural Center (Yamanami Hall)

Crosspeer Kumiyama

Kizugawa City Central Community Center (Izumi Hall)

Joyo City Cultural Center

Yawata City Lifelong Learning Center

Yawata City Cultural Center

Live Well Jonan (Kyoto Prefectural Jonan Welfare Center / 
Jonan Region Job Training Center)

Uji City Cultural Center

Uji City Lifelong Learning Center

Uji City Industrial Promotion Center

Uji City Yumeria Uji Support Center
宇治市宇治里尻５-９

宇治市大久保町西ノ端 1-25　

宇治市宇治琵琶 45-14

宇治市折居台１-１

宇治市伊勢田町新中ノ荒 21-8

八幡市八幡高畑 5-3

八幡市男山竹園２-３

城陽市寺田今堀１

木津川市木津宮ノ内 92

久世郡久御山町森南大内 303

相楽郡南山城村大字北大河原小字久保 8

0774-39-9377

0774-39-9444

0774-39-9500

0774-39-9333

0774-46-0688

075-971-2111

075-983-6002

0774-55-1010

0774-72-8800

075-632-2300

0743-93-0560 ホール 387人、80人程度 1室

ホール 230人、20人～ 40人 2室
（2室合わせて 40～ 80人の利用可）

20人 2室

大ホール 1,305 人、
小ホール 400人（最大）、会議室 200人 1室、
18～ 63人 4室

ホール 250人、18～ 60人 3室、
和室 20人 1室、
その他講習室（音楽室・調理室・創作室）あり

大ホール 1,220 人、小ホール 400人、
16～ 80人７室

ホール 156人、22～ 84人 7室
（うち 1室はお茶席可能な和室、1室は料理教室）

大ホール 1,308 人、小ホール 394人、
50人 1室、15人 1室、和室 30人１室

300人 1室、72人 1室、16～ 48人４室

150人 1室、45人 1室、15人 2室

84人 1室、24人 1室

施設名 住所 電話 収容人数

コンベンション施設・展示会場（その他） Convention Facilities: Other
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　初心者でも気軽にお点前を楽しめる、宇治市営の茶室。
煎茶、玉露の体験ができる日も月に数回あります。

・宇治市宇治塔川１-５
・TEL: 0774-23-3334（宇治市観光センター）
・10:00 ～ 16:00　※開席期間 1/10 ～ 12/20 期間中は無休
  抹茶の体験メニューについては３日前までに要予約
・500円～（2020 年 7月から料金変更予定）
・http://www.city.uji.kyoto.jp/0000003943.html
◆JR・京阪「宇治」駅下車、徒歩約 10分

市営茶室　対鳳庵
Taiho-an

　日本茶インストラクターの丁寧な説明のもと、玉露や抹茶、
煎茶などの喫茶メニューをいただけるほか、予約をすればお茶
の淹れ方教室や茶香服などの体験もできます。

・宇治市宇治又振17-1
・TEL/FAX: 0774-23-0888
・11:00～17:00（ラストオーダー16:30）水曜日・年末年始・盆期間休
・喫茶メニュー（菓子付）各800円
　お茶の淹れ方教室・茶香服については要予約
・http://www.ujicha.or.jp
◆京阪「宇治」駅下車、徒歩約3分◆JR「宇治」駅下車、徒歩約15分 
※運営：（公社）京都府茶業会議所

宇治茶道場　匠の館
Takumi-no-Yakata

　川沿いの香り高い高級茶ができる茶園で茶摘みを行って、製
茶工場を見学し、終了後は美味しいお茶の淹れ方を教わり、自
分で点てた抹茶をいただけます。

・城陽市水主南垣内 20-1
・TEL: 0774-52-3232
・茶摘み体験 : 毎年５月開催予定 13:00 ～ 16:30（予定） ※雨天中止　
・料金 : 要問合せ、受入人数：10人以内
・https://www.magouemon.com/
◆近鉄「富野荘」駅から城陽さんさんバスで「大三戸」下車、徒歩約 3分

茶摘み体験「孫右ヱ門」
Magouemon Tea Picking Experience

　野山に咲く自然の草木を刻んで煮出し染める草木染。
　手作りで温かい自然の風合いのストールの草木染体験を楽しめます。

・綴喜郡井手町井手宮ノ本 73-5
・TEL: 0774-29-3337
・13:00 ～ 15:30
・体験料 6,500 円
・http://kyoto-nonohana.jp/
◆JR「玉水」駅下車、徒歩約 6分

“草木染”の工房「ののはな草木染アカデミー」
Nonohana Plant Dyeing Experience

　絶景の茶畑の中をハイキングしながら日本茶について学ぶこ
とができます。ティ－ハウスでは、種類の違うお茶のテイスティ
ングや「石臼で挽く抹茶」の体験などができます。

・相楽郡和束町釜塚京町 17
・TEL: 0774-74-8205
・11:00 ～ 16:00 水・木曜日休（4～ 11月無休）
・https://dmatcha.jp/ 
◆JR「加茂駅」から奈良交通で「中和束」下車すぐ

d: matcha Kyoto 和束町の茶畑散策とお茶体験
"d: matcha Kyoto" Wazuka Tea Field Tour 

宇治市 / Uji 宇治市 / Uji

城陽市 / Joyo

井手町 / Ide

和束町 / Wazuka

体験施設  Experiences Facilities
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　常設展示室では、実物大の牛車や調度品の復元のほか、光源
氏の邸宅である六条院の縮小模型などを展示する世界で１つの
源氏物語を体現した専門博物館。
・宇治市宇治東内45-26
・TEL: 0774-39-9300
・9:00～17:00（最終入館16:30） 
　月曜日（祝日の場合はその翌日）及び年末年始休
　一般600円、小・中学生300円
・https://www.city.uji.kyoto.jp/0000019036.html
◆京阪「宇治」駅下車、徒歩約8分◆JR「宇治」駅下車、徒歩約15分

宇治市源氏物語ミュージアム
The Tale of Genji Museum, Uji City

　約70万球のイルミネーションと高さ8ｍのシンボルツリーが
飾られる、城陽市の冬の風物詩。毎年、12月に鴻ノ巣山運動公
園で開催されます。

・城陽市寺田奥山城陽市総合運動公園（鴻ノ巣山運動公園）ほか
・TEL: 0774-56-4029（城陽市観光協会）
・12/1 ～ 25開催予定 17:30 ～ 21:30（12/1 のみ 17:15 ～）
・期間中無休
・見学自由
◆期間中 JR「城陽」駅または近鉄「寺田」駅から臨時バス運行（予定）

光のページェント TWINKLE JOYO
"TWINKLE JOYO" Winter Illumination

　日本三大八幡宮の一つに数えられている神社。男山の山上に
鎮座する 10棟の建造物は国宝に指定されています。
・八幡市八幡高坊30
・TEL: 075-981-3001
・5:30～18:30（10月は6:00～18:00、11月～３月は6:30～18:00、
　12/31～1/19を除く）
・年中無休　
・参拝自由
・http://www.iwashimizu.or.jp/top.php
◆京阪「石清水八幡宮」駅から参道ケーブルに乗り換え
 「ケーブル八幡宮口」駅～「ケーブル八幡宮山上」駅下車、徒歩約5分

石清水八幡宮　
Iwashimizu Hachimangu Shrine

　1052 年に藤原頼通が別荘を寺院に改めた世界遺産。
鳳凰堂は 10円硬貨の絵柄にもなっています。
・宇治市宇治蓮華116
・TEL 0774-21-2861
・庭園8:30～17:30 （最終受付17:15） 年中無休
・ミュージアム鳳翔館 9:00～17:00（受付16:45まで）年中無休
・拝観料（庭園＋ミュージアム鳳翔館）　
　一般600円、中高生400円、小学生300円（25人以上の団体割引有）
・http://www.byodoin.or.jp
◆京阪「宇治」駅下車、徒歩約10分◆JR「宇治」駅下車、徒歩約10分

平等院
Byodoin Temple

　石清水八幡宮の社僧である松花堂昭乗ゆかりの松花堂庭園。
　2万 2千㎡の広大な庭園は、草庵「松花堂」書院を中心に枯山
水や築山で露地庭が造られています。
　また、梅、桜、青もみじ、紅葉など、四季を通して楽しめます。松
花堂弁当の発祥の地でもあり、庭園を観ながら弁当を味わうこ
とができます。
・八幡市八幡女郎花 43-1
・TEL: 075-981-0010
・9:00 ～ 17:00（最終入館は 16:30） 月曜日休（祝日の場合は翌平日）、年末年始休
・（庭園）一般 100円、高校・大学生 80円、小中学生 50円
　（美術館）一般 400円～、学生 300円～、18歳以下無料（大学生を除く）
・https://www.yawata-bunka.jp/syokado/
◆京阪「石清水八幡宮」駅または京阪「樟葉」駅から京阪バスで「大芝・松花堂前」下車

松花堂庭園・美術館 Shokado Garden Art Museum

宇治市 / Uji

宇治市 / Uji

八幡市 / Yawata 八幡市 / Yawata

©平等院

観光施設・観光名所 Tourist Facilities

城陽市 / Joyo
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　日本のアニメ「一休さん」のモデルでもある室町時代の禅僧、
一休禅師ゆかりの寺。美しい花々を咲かせる庭園も見所です。

・京田辺市蒔里ノ内 102
・TEL: 0774-62-0193
・9:00 ～ 17:00 年中無休
・拝観料 : 中学生以上 500円、小人 250円
・http://www.ikkyuji.or.jp
◆JR「京田辺」駅下車、徒歩約 15分
◆近鉄「新田辺」駅下車、徒歩約 20分

酬恩庵一休寺
Ikkyu-ji Temple

　本堂と三重塔、９体の阿弥陀如来像と 4 体の四天王立像（本
寺で拝観できるのは 2体）がそれぞれ国宝に指定されています。
紅葉の名所としても有名です。

・木津川市加茂町西小札場 40
・TEL: 0774-76-2390
・9:00 ～ 17:00（12～２月は 10:00 ～ 16:00）年中無休
・拝観料 :400 円　
・http://www.0774.or.jp/temple/jyoruriji.html
◆JR「加茂」駅から木津川市コミュニティバスで「浄瑠璃寺前」下車すぐ

浄瑠璃寺
Jyoruri-ji Temple

　日本六玉川として知られ、「平成の名水百選」に選定されて
いる井手町の玉川約 1500m の両堤に、約 500 本もの桜が咲き
誇ります。
・綴喜郡井手町井手
・TEL: 0774-82-6168（井手町産業環境課）
・見学自由
・https://ochanokyoto.jp/spot/detail.php?sid=36
◆JR「玉水」駅下車、徒歩約 3分

玉川堤の桜
Tamagawa River Cherry Trees

　周囲の自然を活かした公園で、憩いの場として人気があります。現代の
回遊式日本庭園「水景園」では、庭園鑑賞や鯉のエサやり体験ができるほか、
里山林「芽ぶきの森」では散策や自然観察を楽しめます。

・相楽郡精華町精華台 6-1
・TEL 0774-93-1200
・9:00 ～ 17:00（最終入園 16:30）年末年始休
・入園料　一般 200円、小中学生 100円
・https://keihanna-park.net/
◆JR「祝園」駅・近鉄「新祝園」駅から奈良交通バスで「けいはんな記念公園」下車すぐ

けいはんな記念公園 Keihanna Commemorative Park

　今に続く緑茶の製法を開発した、江戸時代の茶農家・永谷宗
円の生家を復元しています。製茶用道具のほいろなどが残され
ています。

・綴喜郡宇治田原町湯屋谷空廣
・TEL: 0774-46-8864 （宗円交遊庵やんたん）
・内部は土日祝日のみ公開 10:00 ～ 15:00 不定休
・維持管理協力金 100円
・https://ujitawara-kyoto.com/sightseeing/scenery/nagatanisouenseika/
◆JR「宇治」駅または近鉄「新田辺」駅から京都京阪バスで「工業団地口」
　下車、徒歩約 35分

永谷宗円生家
Birthplace of Nagatani Soen

京田辺市 / Kyotanabe 木津川市 / Kizugawa

井手町 / Ide 宇治田原町 / Ujitawara

精華町 / Seika
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　木津川のほとりに立つ神社。後醍醐天皇の寵妃が祀られてい
ます。恋愛成就や安産祈願の神社として信仰されています。

・相楽郡南山城村南大河原
・TEL: 0743-93-0105（南山城村産業観光課）
・拝観自由
・https://ochanokyoto.jp/spot/detail.php?sid=164
◆JR「大河原」駅下車、徒歩約 5分

恋志谷神社
Koishidani-jinja Shrine

　バスターミナル、バス待合室、野菜等特産品の販売、レンタサイクル、
交流室貸し出し等を行っています。久御山町の農・工・商の産業発信拠点
施設です。

・久世郡久御山町森南大内 303
・TEL: 075-632-2300
・9:00 ～ 22:00 年末年始休
・https://www.crosspeer.jp/
◆近鉄「大久保」駅、京阪「中書島」駅または JR「松井山手」駅から、
　京阪バスで「まちの駅イオン久御山店前」下車すぐ

まちの駅 クロスピアくみやま
Crosspeer Kumiyama

　標高288mの笠置山の頂上付近に建つ寺院。至るところに見
られる巨岩奇石は古くから信仰対象とされ、胎内くぐりや太鼓
石など行場めぐりでも知られています。高さ12m、幅7mの巨
石に刻まれた虚空蔵菩薩「弥勒磨崖仏」も見どころです。

・相楽郡笠置町笠置笠置山 29
・TEL: 0743-95-2848
・9:00 ～ 16:00 年中無休
・高校生以上 300円、中学生 100円
・https://www.kasagidera.or.jp/
◆JR「笠置」駅下車、徒歩約 45分

笠置寺
Kasagi-dera Temple

久御山町 / Kumiyama

笠置町 / Kasagi南山城村 / Minamiyamashiro

南山城村自然の家
けいはんなプラザホテル
京都和束荘
やわた流れ橋交流プラザ四季彩館

旅館　塔見茶屋
亀石楼
宇治第一ホテル
鮎宗
花やしき浮舟園
施設名 住所 電話 宿泊人数

農林漁業体験民宿（体験内容は、各施設により異なります。）

Minami Yamashiro Shizen-no-Ie
Keihanna Plaza Hotel
Wazuka-so
Shikisai-kan

Tomichaya Ryokan
Kameishi-rou
Uji Dai-ichi Hotel
Aiso
Hanayashiki Ukifune-en

相楽郡南山城村田山ツルギ 55-2

相楽郡精華町光台１-７

相楽郡和束町白栖猪ケ口 25-5

八幡市上津屋里垣内 56-１

宇治市宇治塔川 11

宇治市宇治紅斉 29

宇治市宇治妙楽 178-13

宇治市宇治塔川 3-4

宇治市宇治塔川 20-21

0743-94-0100

0774-95-0101　

0774-78-2603

075-983-0129

0774-21-2541

0774-21-2178

0774-20-3333

0774-22-3001

0774-21-2126

140 人

100 人

42人

50人

50人

SPA&HOTEL 水春 松井山手 SPA&HOTEL SUISHUN Matsuiyamate 京田辺市山手中央 5-1 0774-62-1126（代表） 185人

100 人

111 人

40人

120 人程度

風和里
Blodge Lodge
吉（YOSHI）　
MARU＋JYU（マルジュウ）

施設名 住所 電話 宿泊人数

FU-WA-RI
Blodge Lodge
YOSHI
MARU+JYU

相楽郡和束町大字南小字大林 11　　

相楽郡和束町大字中小字古京 37　　

相楽郡笠置町大字切山小字西谷久保 28

綴喜郡宇治田原町岩山中出 5

090-5252-8115

0774-46-9441

080-1405-8955　

090-3652-2086（山本）　

4人 2室

4人１室、3名 1室

3人 1室

4人 1室

宿泊施設 Accommodations
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関西文化学術研究都市×MICE
（愛称：けいはんな学研都市）

関西文化学術研究都市
　関西文化学術研究都市（愛称：けいはんな学研都市）は、京都、大阪、奈良の 3 府

県にまたがる京阪奈の緑豊かな丘陵において、関西文化学術研究都市建設促進法に基

づき、建設・整備を進めているサイエンスシティです。東の「つくば研究学園都市」

とともに国家的プロジェクトに位置付けられ、総面積は約 15,000ha、その中に 12 の

文化学術研究地区 （約 3,600ha）を分散配置しています。京都市・大阪市の中心部か

ら 30km、奈良市の中心部から 10km の圏内に位置し、 現在、140 を超える研究施設、

大学施設、文化施設などが立地し、各立地施設における就業者数（研究者及び職員）

は 9,000 人を上回り、文化、学術研究等の分野で顕著な成果をあげています。

Kansai Science City
  The Kansai Science City (nicknamed Keihanna Science City) is a development within the 

green hills that straddle Kyoto, Osaka and Nara Prefectures. It is based on the Policy for 

Future Construction of the Kansai Science City and is considered a national project together 

with the Tsukuba Science City of Eastern Japan. It covers an area of approximately 150 

square kilometers and contains 12 cultural and academic sections (approx. 36 square 

kilometers). It is located within 30 kilometers from central Kyoto and Osaka, and within 10 

kilometers from central Nara. It has over 140 research, university, and cultural facilities, and 

over 9,000 employees (researchers and staff) in all facilities. The city is reaping many 

important results in the fields of culture, academia, and research.

大型コンベンションホールから、
自然豊かなユニークベニュー会場まで。

京都、大阪、奈良の 3府県にまたがる京阪奈ならではの
観光ツアーなど。

地元企業や研究機関の視察など。

MICE開催

エクスカーション

アフター
コンベンション

京都市

京田辺市 / Kyotanabe

木津川市 / Kizugawa
精華町 / Seika
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精華町 / Seika

　「けいはんな学研都市の文化交流拠点」としてつくられたの
が水景園です。２つの会議室のほか、ギャラリーでは展示会な
どの開催も可能です。

・相楽郡精華町精華台 6-1                            
・TEL: 0774-93-1200                                          
・https://keihanna-park.net/                             
・収容人数 : 研修室（各 30席）、ギャラリー（会議利用 60席）
◆JR「祝園」駅または近鉄「新祝園」駅から奈良交通バスなどで
　「公園通り」下車、すぐ

けいはんな記念公園（水景園） 
Keihanna Commemorative Park “Suikei-en”

精華町 / Seika

　健康、エネルギー、教育などの分野でのオープンイノベーショ
ンの研究開発拠点。
　講演、フォーラムなどに利用可能なホール、シアター、会議
室を完備し、ビジネス展示会などの開催も可能です。

・相楽郡精華町精華台（（公財）京都産業 21けいはんな支所）
・TEL: 0774-66-7545
・http://kick.kyoto/
・収容人数 : ホール（200席）、シアター（120席）、会議室（90席）
◆近鉄「新祝園」駅から奈良交通バスで「公園東通り」下車

けいはんなオープンイノベーションセンター（KICK）
Keihanna Open Innovation Center

精華町 / Seika

　「けいはんな学研都市」の文化学術研究交流施設として位置
付けられている「けいはんなプラザ」は、国際会議・式典・企
業研修・文化事業などさまざまな分野に利用できます。

・相楽郡精華町光台 1-7
・TEL: 0774-95-5111
・https://www.keihanna-plaza.co.jp/
・収容人数：ホール（642席）、会議室 3室（大・中・小）
◆近鉄「新祝園」駅または JR「祝園」駅から車で約 10分

けいはんなプラザ
Keihanna Plaza

コンベンション施設・展示会場 Convention Facilities
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　わが国で初めての「光」をテーマにした科学館。子どもから
大人まで幅広い年齢層の方々が光の不思議を体験学習できま
す。多くの展示や映像ホール（プラネタリウム）を備え、光の
基本的な性質から利用技術まで学ぶことができます。また、土
日祝日を中心に親子工作イベントを開催したり、光やレーザー
のライブ実験も実施しています。

・木津川市梅美台 8-1-6
・TEL: 0774-71-3180
・10:00 ～ 16:30( 最終入館 16:00)
・http://www.kansai.qst.go.jp/kids-photon/
◆JR「奈良」駅、近鉄「奈良」駅または「高の原」駅から、
　奈良交通バスで「梅美台西」下車

きっづ光科学館ふぉとん
Kids’ Science Museum of Photons

　積水ハウス・納得工房は、実際に試して、操作して、比較して、
住まいづくりの大切さや楽しさを、さまざまな角度から実感で
きます。住まいに関するあらゆる体験を通じて「理想の住まい」
を発見できる施設です。

・木津川市兜台 6-6-4
・TEL: （フリーコール）0120-710925
・完全予約制（電話予約。または、ＨＰにお問い合わせメール有）
  平日のみ：10:00 ～ 17:00 の間で 90分程度（土日不可）
・休館日：祝日・夏季休日・年末年始、8/1（創立記念日）
・注意事項：撮影・録音不可。同業他社不可。その他HPに記載あり。
・入館無料
・http://www.sekisuihouse.com/nattoku/koubou/index.html
◆近鉄「高の原」駅下車、徒歩約 15分

積水ハウス（株） 総合住宅研究所 納得工房
Sekisui House, Ltd. Comprehensive Housing 
R&D Institute Nattoku Kobo Studio

　茶を通じた、「人と人」「人と文化」「文化と文化」の出会いの場。
世界の人々に愛され親しまれ続ける茶（CHA）に、より深く関
わり、親しんでいただく CHA の遊学パークで、緑豊かな茶園
と体験、見学をお楽しみください。

・木津川市相楽台 3-1-1（関西文化学術研究都市内）
・TEL 0774-73-1200
・10:00 ～ 16:00　（体験受付終了 15:00）　※要事前予約
・ http://www.fukujuen.com/company/cha.html
◆近鉄「高の原」駅下車、徒歩約 15分
◆近鉄「山田川」駅下車、徒歩約 7分

福寿園CHA遊学パーク
Fukujuen CHA EXPERIENCE PARK

木津川市 / Kizugawa 木津川市 / Kizugawa

木津川市 / Kizugawa

視察企業・施設等 Company Visits and Facility Tours

施設名 住所 電話 宿泊人数

宿泊施設 Accommodations

けいはんなプラザホテル Keihanna Plaza Hotel 相楽郡精華町光台１-７ 0774-95-0101　 100 人
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〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78番地 京都経済センター 3階 
TEL 075-353-3053 / FAX 075-353-3055
e-mail: kyoto@hellokcb.or.jp
https://meetkyoto.jp

公益財団法人
京都文化交流コンベンションビューロー

一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社（通称：海の京都DMO）
　〒629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野 226 京丹後市大宮庁舎内
　TEL 0772-68-5055 / FAX 0772-68-5056

一般社団法人 森の京都地域振興社（通称：森の京都DMO）
　〒621-0804 京都府亀岡市追分町谷筋 25番地 30
　TEL 0771-22-9800 / FAX 0771-22-9801

一般社団法人 京都山城地域振興社（通称：お茶の京都DMO）
　〒611-0021 京都府宇治市宇治乙方 7-8 京阪宇治ビル 2Ｆ
　TEL 0774-25-3239 / FAX 0774-25-3238

けいはんなコンベンション誘致推進協議会
　〒619-0237 京都府相楽郡精華町兜台 1-7
　TEL 0774-95-5200 / FAX 0774-98-2205

各エリアお問い合わせ先

お問い合わせ総合窓口



〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-4878 / FAX 075-414-4870

京都府商工労働観光部
発行元

2020 年 3月発行

MICE in KYOTO

Meeting

Incentive Travel

Convention

Exhibition

MICE とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の

行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学

会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント

（Exhibition/Event）の４つの頭文字を合わせた言葉です。

　MICEは、企業・産業活動や研究・学会活動等と関連して、「人

が集まる」だけではなく、人の集積や交流から派生する付加価

値が期待できます。

　京都府は、多くの文化財、歴史に裏打ちされた伝統芸能・祭

礼から現代芸術に至るまで数多くの有形・無形の文化資源、豊

かな自然環境とその中で育まれた農産物・海産物に恵まれてい

ます。

　また、こうした環境から、伝統産業から先端産業までバラエ

ティ豊かな産業が生まれ、人々の生活を支えています。

　ここ、京都での MICE 開催を通じて、京都の文化や自然を体

験し、人々との交流を通して、新しいビジネスやイノベーショ

ンの機会を創出しませんか。

MICE is an acronym for Meetings (corporate 

meetings, etc.), Incentive Travel (incentive and training trips for 

employees), Conventions (international conventions held by 

international organizations, groups and societies), and 

Exhibitions/Events (exhibitions, tradeshows and other events).

  The MICE industry brings people together from companies, 

industries, research institutions, and academic societies, but also 

offers value through interpersonal connection and exchange.

Kyoto Prefecture is abundant with tangible and intangible cultural 

resources including cultural properties, historical and traditional 

performing arts and festivals, and modern art. It is also blessed 

with bountiful nature and agricultural and marine industries.

  This rich environment has given rise to diverse industries, both 

traditional and pioneering, that support the daily lives of the 

Japanese people.

  We invite you to take part in Kyoto's MICE industry, where you 

can experience the culture and nature of the prefecture, mingle 

and network with others, and create new opportunities for 

business and innovation.

企業等の会議

企業等の行う報奨・研修旅行

国際機関・団体、学会等が行う国際会議

展示会・見本市・イベント

表３表２



MICEの開催を通じて、京都の文化や自然を体験し、

人々との交流を通して、新しいビジネスやイノベーションの機会を創出しませんか。

京都府

MICE in KYOTOMICE in KYOTO

M
IC

E in KYO
TO

もうひとつの京都

表 1表 4


	12
	KYOTO in MICE
	1_アクセス2
	2_サポート
	3_海の京都説明
	4_森の京都説明
	5.竹の京都説明
	6_お茶の京都説明
	7_けいはんな説明
	8_京の食
	9_京の食2
	10_海の京都MICE_1
	11_海の京都MICE_2
	12.海の京都MICE_3
	13_海の京都MICE_4
	14_海の京都MICE_5
	15_海の京都MICE_6
	16_海の京都MICE_7
	17_海の京都MICE_8
	18_海の京都MICE_9
	19_海の京都MICE_10
	20_森_1
	21_森_2
	22_森_3
	23_森_4
	24_森_5
	25_森_6
	26_森_7
	27_竹の里_1
	28_竹の里_2
	29_竹の里_3
	30_竹の里_4
	31_竹の里_5
	32_お茶_1
	33_お茶_2
	34_お茶_3
	35_お茶_4
	36_お茶_5
	37_お茶_6
	38_お茶_7
	39_けいはんな_1
	40_けいはんな_2
	41_けいはんな_3
	最終頁

	表紙1-4_2-3

